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LA REVUO ORIENTA

エスペラント支持者をふやぜ

「エスペラント」誌11月號で富山の馬・易氏がエスペラント支持者を澤山作ることの必要をの 

べられてゐる。至極結椿な御意見であると思ふ。

我國の野球が近年さかんになったのは大新聞が野球支持の記事をのせたり中等聲校のチ-ム

に試合をさせたりして澤山の野球ファンをつくりあげたからである。野球のバット一つ持った 

ことのないファンも相當ゐよう。特に婦人のファンの中には。しかしそれらのファンがあって

こそ野球があれだけひろまってとうとう幾つかの職業野球 が形成される程になったのであ

る。つまり野球の發展には何十萬何百萬のファンの支持がありそのファンをふみ楽として野球 

の王座が建設されたのである。 ・ .. .

エスペラントも本當に發展するには澤山のエスペラントファン卽ちエスペラント支持者を必 

要とする。ファンとは自分でエス語の學習をしないが他人に學習をすゝめる人々である。尤も 

ファンの中にはエス語の講習を一回位うけたり礙習書の一ニ册は谊ってゐる人も多からう。

永田拓相な事ある每にエス語の宣傳をされるが御自分ではあまりやられない樣である。下村 

宏博士もかつて「自分は忙しいからエス語の勉强が出來ないが病氣か何カゝで長期に亘る暇が出 

來たら習ってみたい」といふ意味の事を何かにかゝれたとの事である。新渡戶稻造博士もファ 

ンであった。故吉野作造博士も嘗て一高での宜溥講演禽の節「自分も昔少しかぢったが今は忙 

しいので物にならない。暇の多い諸君はぜじ學生時代にエス語の學'習をやり給へ」と話された。

日本にエス語をうえつけた大先輩二葉亭四迷を獨習書を書きながら口分はあまり熱心にエ次 

語の學習はしてをらないからやはりファンに近い。

エス語の?£傅上にいろいろつくされた人々でこういったファンといった人か相當にあること

を見逃すことはできない。 、

しかも之等の人々はなまじっかエス語を深くやった人々よりもエス語に對する愛情は純眞で 

あり又エスペランチストよりも一層大きな熱意ももってゐることさへある。 /ヽ

我々は熱心にエスペラントの學習をする人々を養成すべき必要のあることはいふまでもない 

がそれと共に一方エスペラント支持者卽ちファンの養成にも努力しなければならぬ。

エスペランチスト中にはエスペラントに對する熱心のあまりエス語學誉をしないファンに對 

しエス語學習を强制しよ5とする人がある。これは或る場合には角をためて牛を殺す樣な結果 

になる。又エスペランチストの出樣がわるかっためファンがエスペラントはすきだがエスペラ 

ンチストは嫌ひだからとエス語支持を放棄してしまふ樣な結果を見る如き例も時たま聞く 〇

エスペラントファンはファンとしての存在意義があるのだ。これをわすれてはならない。

（J- 〇.）
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宣傳第一主義

エス運動・カ點のおきどころ・5

高 橋 菊

エス運動力點の置きどころは何と云っても宣傳第一が標語だ。各自皆その見方のちがひに依 

るのだからかまはないわけだが十月號の露木氏のやうな云ひ方は間違って居はLないか。自分 

の見方が正しいとして人の見方をこき降したりきらったりすることはどうかと思ふ。若しさう 

なら「文獻が何だ」と開き直りたい。然し何も自分の見方がどうしても正いとへボ將棋を指す 

人のやうにいばらなくともよいと思ふ。

さうしたお互ひのちがった見方を發表させるのに岡本さん力;いつ£宣傳々々と血狽て云って 

居る私に宣薛第一主義に就いて書けと命令する處にも面白い皮肉がちる。之は私の見方だが工 

ス運動は何と云って电宣傳が第一だ。エス語は未だ普及されて居ない。又世間にはエス語の反 

對者も相當に居るし，エス語は時機尙早だと云ふ人も居る。要するに之に我々の宣傳の足りな 

い證據だと思ふ。

エスベラントの何であるかを知为ない人にエス茨献を見せても意味がない。エスベランチス 

トは何よりも全國的に否全世界的にエスペラントの存在を知らしめるべき急弼を以って居る。

そして全人類が此の存在を認識したときに始めて著作したら間に合ふでにない力〇

間に合はせる爲の勉强はよいが今から文献を擴張して置けと云ふことは萤會1め爲に猫を買

への類だ。之は知って居る人もあると思ふが面白いから知らない人の耳に書いて見やう。"今 

の中に猫を買って居たら商 になる。何故なら都會（ナ塵齐が多い。舉を转む人は多い。その結

果メクラが出來る。メクラの商賣は何か?それは按盛う街頭吏人だ。噬者ヨ:妾達して居る限 

り按摩の必要がないが街頭藝人は相當はやる。その道貝は何と云っても三味藏だ。三味線は猫 

の皮で作る。だから今の中に猫を飼へ”と云ふやうな結論になるのだったと思った。

僕達は猫を飼ふのは未だ早い。メクラを作らねばならない。メクラが居るか皆ないか判らぬ 

中から猫を飼ってもそれぢゃ安心して商賣が出來ない。

實用わ主義が大谷君によってとなへられた。大變結構である。.しかし實用だって宣傳の前 

には小さな存在だと思ふ。實用するにも實用の種がない。例へば僕の場合さしあたり何の實用 

にもならない。卽ヨ僕は今何の必要％ないのにエスペラントをやって居るのだ。新聞なら日本 

もの小說なら日本もの經濟なら日本ものですべて用が足りるばかりでなくその方が便利だ。工 

スペラントではまだ遺憾ながら自分の用にならない。その自分がエスペラントをやって居る。

實用と云っても最近どの方面に一體實用されどの程度の効果を上げた?觀光案內本が何酋册 

出てもエスペラントをべらべら喋る觀光客が來はしないじゃないか?だのに何故あれ程の部數 

が世界に向って飛んで行ったか。それは我々の宣傳部で案內記のことを書きたてた宣傳が効を 

奏して全世界のエスペランチストが只なら貰はうと我も我もと申込んだからにすぎない。これ 

も實用より宣傳のいゝ一つの例さ。

文通第一主義あれもさ5です。机を竝べて居る人に之はフランスから來た，之はオランダか 

ら來たと說明して之はエスペラントのお蔭ですよと云ふ。なるほど一應は宣傳になりさうだ。 

だが本當は意味がない。外國の繪端書が欲しカ、つたなら何百枚とまとめて注文すれば日本の商 

店で取りよせて吳れる。又外人との文通の爲にエスペラントを學ぶ人もあらうがそんな例は少 
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ないだらう。文通でひっかゝってくるのは小中學生ぐらいなもので大人の中にはあまり居まい。 

次は會話會第一主義だが之もどうかと思ふ。成程十錢のコーヒ-で二時間ほどねばって辭書 

を引き乍らの會話は時間から云っても確かに安い。そんな席料はどこへ行ってもない。だがそ 

の話を聞いて居るエスペラントを知らない人達はうらやましがってエスペラントを始めるだら 

うヵ、。寧ろきざな奴等だな，と思ふぐらいじゃなからうか?だとすると逆宣傳には爲ってもよ 

い結果は得られない。要するに會話會は會話の練習の爲の會のみであってその附屍品はないも 

のと思ってよいと思ふ。

以上は私が本誌に出たエス運動力點のおきどころの各位の論文を今まで讀んで來た,そして 

批評した結果だ。諸氏よ惡く思って吳れるな,以下私は何故宣傳が第一かを揭げて皆樣の批評 

の的になれば五分五分だと思ふ。過日のエス語演說大會のときも私が一寸云った筈だが,つま 

り未だエスペラントを食物にしてはならない。エスペラントで食べることゝ實用とは違ふし又 

文献が充實したとも云へない。それは唯エス語の本を出したそしてエスペランチストの同情を 

買って相當に賣れて收支決算がよろしく行ったそれだけだ。嘗て某氏が見本のやうな月刊雜誌 

を作ったから豫約して吳れと云って來た。:我會・ではかうした仕事を援助する爲に會として申 

込んだらどうだ。個人には別々に聞いて見てやるやうに,と以上のやうな譯でそれで食って居 

る人とそれを助けて運動して行く，何と建って居ること力、。

エスペラントの爲に出版するかエスペラントのお蔭で出版するかこの二者のちがひが如何に 

一般運動者に與へる影客の違ふことヵ。茨献有難い。新聞有難い。雜誌もよい。だがさうした 

出扳物を片附ける爲にエスペランチストイの輕い財布がより輕くなるのでは決して有難い存在 

ではなくなる。私は今も申したやうに出版するなと云ふのではない。唯出版物をエスペランチ 

ストが自分に必要であると否とを問はずそ如を買はねばならないやうな狀態になって戴きたく 

ないのだ。何といっても宣傳で先づ輿論を喚起することだ。海軍大將の胸に仁丹と書いてある 

廣吿は三百六十五日休まない。そして私の知って居る範圍では五ツ六ツの頃からの廣吿だ。隨 

分古い永い間の廣吿だのに未だその廣吿を止めない。何の爲に?それは仁丹なるものは誰でも 

知って居るが口中が偶に熱っぽい,何か欲しい,仁丹とすぐ來るやうに絕ず廣吿する處に商人 

の賢明さがあり,借金しても廣吿する因である。すき腹に飯。たんせきに淡田飴。よい標語だ。 

あれも廣吿だ。

私は何もエスペラントを商品と同一視はしない。然し少なくとも未だ未だ宣傳の必要ある工 

スペラントだ。何年後に讀むか讀まぬか解らない樣な本を出版したり雜誌を發疔したりして5} 
てよいかどうか。どう考へてみ宣第一のやうに思はれる。勿論將來のエス本注本殺到に備へ 

る爲常にエスペランチストは質の向上を忘れてはならない。然る限り先づ宣傳だ。宜傳しない 

人はエスペラントは知ってゐてもエスペランチストではない。反對にエス晤の何であるかを理 

解しその宣傳をして居る人は目に一字なくとも而も彼は立派なエスペランチストだ。

近は私の見方です。欠の如き反對は覺悟で書いたのだから大いに諭じ大いに答へる心構は持 

って居る。だ力:レブーオ•オリエン曲に紙面の都合もあらう，祗の原稿へのお話なち私に戴き 

たい。何時でも敎はりもしお答へもする。

*記者註:高橋菊造氏は東京鐵道エス會委員。
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講習會第 主義

エス運動•カ點のおきどころ•6

高 橋 要 ー

會話會禮讃.國際通信禮讚、實用第一主義、茨献第一主義いづれも誠に結構な御意見と思っ 

た。だが玆で考へて見なければならぬ事はエス連動本來の目的は何であるかと云ふことである。 

私をして言はしむればエスペランチストの増加を計ることこそエス運動の目的でなければなら 

ぬと考へるのである。此の點より考へるならば.會話會と云ひ國際通信と云ひ何れも旣に工え

語を學びエスペヲンチストどして硏究學習に出精して居る人達の爲めに如何にせば興味を以て 

エス語學習を 績し得るかを說かれたものであり文献の擴充も實用も旣にエス語を學んだ人々

への心がまへを主としてのべたもので旣存のエスベランチストの質の向上と發展をとかれてゐ 

るのだからエス運動の本道からみれば些か見當違ひでないかと思ふ。

然らばエス運動の更の目的とするエスペランチストの増加を計るには何んな方法が最も艮い 

かと云へば不斷に出來得る限り講習會を開催することのみである。勿論エスペヲント宣傳に際 

して個人的勸誘や文書パンフレット等に依る効果を見逃すことは出來ぬし.又事實上其等の方 

法に依って良質のsamideanoを得る場合が少くないことは認められて居る。然し其場合には 

勸誘を受けた者や.パンフレットを受取った者だけに對して其効果があるのみで廣い世間にく 

らべて極く少範圍に限られる事は否定出來ない。

では講習會を開催することは何故最良の方法だと云ひ得るかと云へば先づ、何處を問はず講 

冒會を開催するに當っては講習會そのものを開催することを對^會的に大いに宣傅しなければ 

ならない。そしてその宣傳をするに當っては・一般人に對してエスペラントに關する蒙を開く 

爲めに、エスペラントとは何んなものであるかを知らせる必要が生じて來る。さてそこで初め

て主催者側の努力のお蔭で看板が立てられる.ポスターが貼られる、チラシが配布される。逆 

亦、有効な方法としては新聞社に記事揭栽方を依慣する,友人連中に頻に勸誘を試みる等最善

の方法力龜されるのである。

斯樣にして萬全の策が構ぜられたからには期待通りの成績を擧げ得るかと云ふにヽこれは諸 

君も旣に經驗せられたであらうが、殘念ながら詩とは云ひ難いのである。

然しながら其講習會に受講者が少くても或は亦、全く失敗に終って所期の成績を擧げ得なか 

ったとしても、主催者側に依って試みしれた努力が全然無駄に終ったとは言はれない。よしん 

ば最初に蒔かれた種が如何に小さい罂栗粒程のものであってもよく絢劉諸人の目を奪ふ華麗な 

る花とも、一木よく鬱蒼たる大樹ともなり得るのである。一枚のボスター、一本の立看板によ 

って發澤される偉力は、後日よくエス運動の最犬原動力たり得ることに思を到すならば我々は 

何を措いても先づ第一に講習會開催を利用して對社會的宣傳に努力し、一石二鳥の効果を擧ぐ 

ることビ努むべきであらう。

よく我々エスペランチストは宣傳宣傳と云ふ。Lかし空宣傳では何の効果もないのである。 

なるほど空宣傅でもエスペラントといふ名前を世間の人々の頭にうへつけることができよう。 

しかしそれ以上の何ものでもない。南無阿彌陀佛のお題目だけ知ったとて佛敎を實踐できない〇 

エス語の名前を知ると同時にエス學習の念をおこさすにはエス語の宣傳とエス講習會の宜傅と 

を同時にするにかぎる。エス語宜傅と請習會開催とを不可分のものとすることである。之が講 
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餐,會第一壬義を主張する所以である。

一度よりも二度三度とエスベラントと云ふ文字が世人の目に觸れる機會が多くなればなる程 

世人のエスペラントに對する認識の深まりゆくのは云ふまでも無いことであるから、我々が斯 

樣な機會を利用せんとするには假令一枚のポスターを貼るにも、一本の看板を立てるにも最善 

の考慮を拂って少い費用で如何に最大の效果を擧ぐるこを常に硏究しなけれぱならない。殊に 

最近の北海道の如くボスター等に而倒な販締規則が發令されたが爲めに看板一枚立てるにも以 

前の樣に勝手に何處へでも立てるわけにはゆかなくなったのだから尙更のことである。

個人的勸誘も容易い樣にみえて案外に難しいものである。エスペラント基本文法の如何に簡 

易で自然語には其類を見ざるものであるなぞと.説くあたりはまだよいが意外な論法で相手か 

ら奇襲され啞然となることも.しばしば見受けるところである。が、我々はこんなことに負け 

てしまってはいけない。斯樣な場合に直面Lた時に、更向からその蒙を啓くばかりでなく・善 

い总味での方便もどしどし便ってエス語の將來の爲めに鬪はなければならぬ。こんな場合はま 

だ樂な方である。語學專問家ならばいざ知らず・極くありふれたエスベランチストである我々 

がエス語の構成に關する位問を受けて全く當惑することがある。こんなときに講習會があると 

實に好都合である。其質問した相手を無理矢理にでも講習會の席上へ弓展って行って、實際の 

學習狀態を見聽きしてもらへば其人もよく諒解することゝ思ふ。

兎も角.世間と云ふ・、のは全く變なものだ。ブラジルコーヒ-の宣傳の樣なもので、試飮會 

を催して無代丫飮ませる樣にまでしなければなかなか承知しないものだ。コーヒ~の宣傳なぞ 

と異って・文化運動はなかなか難かしく、努力する割合に效果は擧らない。百聞は一見に如か 

ず、敎育にも詰込み主義が兎や角言はれ實物敎育のハ釜!£叫ばれてゐる時代である。數千萬言 

を費し、數百册の宣傅•パンフレットを吳れてやるよりも實際的な學習狀況を見てもらふ方が解 

り易い。會話會で皆が上手も下手も入り混ってペラペラ喋り散らして居る處を見せられたり、 

國際文通で受取った難しそうな譯の解らない手紙や厚い本なぞを見せられたりしても、まだ少 

しもエスペラントなるものを習ったことの無いものには、唯そう云ふものかなと思はれるだけ 

で、案外役に立たない場合が多い。かえって、あんな難し相なことは俺には出來んなぞと尻込 

みさせて仕舞ふ恐れがある。それよりも對礼會的宣傅になると共に.これか以學習を始め樣と 

思って居る者にとって最もよい實物宜傳である講習會を數多く開くことがエス運動に最も效果 

の多いものであり、.ロ・又その力・點を置くべき最も重要なことであると私は考へるのである。私 

の講習會禮讃の理由は以上述べた通りである。乞ふ、宣しく第を講じて一度でも餘計に講習會 

を豆睢されんことを。

記者註：高橋要一氏は小樽エス協會幹事。

南洋緣の旅

C完) 林 好•美

六月九日の早朝ヽがんじす丸はマニラ埠頭に着いた。諸檢査から解放されて自由になったの 

はハ時過だった。

船宛にガルシャさんの手紙が來てゐる。『船が午後着なら迎ひに出るが■午前中は役所だから 

出られない』と*とに角マニラへ來てすぐエス文に接するのは愉快だ。
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サン•マルセリー ノ街の三五七番地である古めかしい垣根から樣々の椰子の葉をのぞかせて、 

シメオン、ガルシャ、ロクサス氏7）邸がある。はいったところは歐大陸の辯護士等の私宅の樣 

に木,椅尸とテーブルがおかれてある。私は市內の日本領事館と、正金銀行の用事をすませて 

こゝに暫く待った。娘さん達の出してくれる繪雜誌をめくってゐると、鶴の樣の丈高く上品な 

老紳士が歸って來た。ガルシャさんである。握手して挨拶する。が歐洲人の樣に强く握らない。

朝からノ、トバ通關業者や運轉手始めこ、のお孃さんとの英語會話に人汗を流したあとなので 

ガルシャさんのエス語が一入嬉しい。案內された數々の間は純歌風で.且熱帶向の通風に意を 

そゝいでゐる。 ・ s 〕パV：

マニラのエス運動は、其盛衰樣々の歷史を持ってゐようが、ガルシャ氏は最古參のサミデア 

-ノであり、一九二七・ハ年前後にはUEAのデレギートであった。年比旣に六十を二つ三つ 

越してゐると云ふのがひが目力、、だが古參は必ずしも優秀では無い。咋十一月暫定的にで电兎 

に角獨立をLたフィリッビンで、時期はよし、エス語普及講演會の二つや三つを開きたいのは 

山々であったが、大切の樂屋はちと年を喰ひ過ぎてゐる。ガルシャさんの家の廣々としたパル 

コニーでいた¢いた冷したビール一杯は・とてもうまかった。ビールでも氷でもであるがその 

時の咽喉と腹具合でどれだけ味が違ふかも知れぬ。丁度畫どきなので召使達が腕によりをかけ 

た畫餐をいたじく。ガルシャさん栽娘と私の三人の食卓である。すべてが歐羅巴風•なのだが、 

然し人は甚だしく東洋的である。

ガルシャさんもあれでハ分の一か十六分の一はイスパニャの血が含んでゐやうし、 

Garciaの母はスペインの血を二分の一持ってゐる。が風習は東洋的でもる。人間は氏よりも 

育ちでありゝ子女は其周圍の如くに左樣に生長する。

ガルシャさんは司法官で上層階級であり.土地や家屋を澤山持ってゐ、隨って自家用の自動 

車がある。それに乘って私の注文の安いホテルに案內して貨った。それはシチー YMCAで・ 

三年前淺井惠倫氏も一ケ月ばかり滯在されたところだ。大學出のペンシオーノの樣なところで 

私の部屋は十姪敷位の室で・北ルソンから來てゐるクレメンテ君と云ふ高等師範の學生と同居 

であった。クレメンテ君エスペラントと云ふ言葉を生れてから聞いたことも無いと云ふ。エス 

語の小詩集を見せるとこれはスペイン語だと云つてきかなかった。詩でないものを見せようと 

思ったが他にエス語の本を私は持たなかった。

一日九十センタウ•才（約一圓五十錢）で、アメリカ式の自由さで.こゝの暮しは氣持のいゝも 

のだった。

其タ、約束通り六時にガルシャさんを訪問すると待ちかねてゐた樣に家のあちこちを案內し 

て然る後私に見せるものは御自風の各國新古貨弊の蒐集である。ぽ井惠倫氏もこれを見せびら 

かされたさうだが.一寸疑った人力;來るとこれを見せ、I!樂しむのが大道樂らしい。

一番奧まった客間に四ケの小卓がある。其卓が卽ち貨弊の陳列場であり金庫である。ガルシ 

ヤさんが鍵を使って卓板をあげるとそこに夥しい數の金鈑貨が並んでゐる。いづれも硝子張り 

にしてあるが、金貨の部は更に二重硝了であるc我國の十同金货も大きな外國金貨の中に混っ 

てゐた。古谡狂なら隨分感心するだらう程の珍しい不正形の金銀貨がある。妙な事にはガルシ 

ヤさん、錠前を開ける時には片手に小劎を持ってゐる。萬ー私の手が金貨にのびた場合にその

が必要なのてあらうかと思ふと苦笑を禁じ得ない。

銅製の大きなメダル類のコレクトの部にはガラスがはまってゐず・自由に手にとって見るこ

とが出來る。
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功は先代からあるのか知れぬが、とに角も名をとげ.老境に入り、この上は外人客にガルシ 

ヤ貨眸囲物館をエスベラント語の說明で見せびらかす事・得意の頂であらねばならぬ。

夕飯を又いた¢きヽパルコニで話してゐると、だしぬけに白面の婦人がはいって來流暢なĤ 

ス語で挨拶をし話しかけられる。淺井さんに聞いてゐたS-ino M. Mascunanで刼る。ガルシ 

ヤさんの亡妻の妹で、眞實々スペイン人かと思ふ程の混血である。エス語はガルシャさんより 

數等上手で.聞くに快い。話題は女らしく日本の地震や、住居の事である。夫人が來てからガ 

ルシャ孃卷混って、パルコニーはにぎやかだ。が白い肌をして洋裝こそして居れ、妹人はどう 

しても東洋的だ。歐洲女の樣にはづまない。夫人が來てからガルシャさんはあまりエス語を話 

さなくなった。恥かしいのだらう。三人のおしゃべりは、一たい何語と決ってゐないそうで、 

いろいろな言葉を混合していつも話してゐるそうだ。ガルシャ夫妻は娘をスペイン語で養育し 

たそうで今も親娘間はいつもスベイン語を話してゐる。しかも娘さんは小學校から英語で敎育 

され、長じてはケパケパシィアメリカの婦人雜誌に讀みふけり、映畫雜誌のスターの顏を切り 

拔いたりなんかしての英語人である。召便等へはタガロク語を話さねぱならぬので日常家內で 

三ヶ國語が話される。主人はスペイン時代に敎育を受けて司法官となった人でゝ其書齊に英書 

は見受けられない。私が英文每口等送っても讀んでゐてはくれなかった。娘さんも眞面目な日 

本日刊新聞等へ目を通す柄ではない。,

『此頃日本では第二外國語として學校にスペイン語を取り入れやうとしてゐる』と云えばゝガ 

ルシヤさんの顏は卸いてS-ino Mascunanと共に『どうだ♦そんな話ぢゃないか」と云って心 

の奧で萬歳をさけんでゐる樣であった。

謹々二三十年の間にマニラですっかり英語がはヾをきかし、街も書籍店4英語にぬりつぶさ 

れてゐる現狀をガルシャさん達、スペイン時代の人々は心よく思わぬのも無理はない。スペイ 

ン時代三百五十年の歷史は古い。

アメリカの大資本と大量印刷によってフィリッピンに英語出版物はあふれてゐるが、フィリ 

ッピンで出來る日刊、月刊ものは英、西.タガローク三語均等の勢力であると私は斷定した。 

タガロク語を口-マ字にしたスペイン人の果斷はたしかに成功してゐる。

スペイン、アメリカ時代と云ふものが.いくらあってもフィリッピン土語の勢力と云ふ联の 

に變りは無い。故に日本人力:こゝへ來て商賣をするにしてもタガロクを習わねばほんとうの事 

は無いと云ってゐる。あみ映萬館で見たタガロク語のト-キー映まは・立派なもので決してア 

メリカものに遜色は無いと思った。

ガルシャ、ボフラチー ノイは二人とも旣に歐洲を巡遊し、シンヨリ-ノは日本へも行ったの 

だが、一こうにエスペランチストを標榜すずゝ萬國大會にも出席してゐない。南洋的のなさけ 

ものらしくゝすべてが消極的である。

『ガルシャ氏は老妻、末娘の云ふまゝになってゐる以しく、自動車を使ふにも一々娘さんの都 

合を聞いてゐる。

『ルノア-ル』とよく二階か■運轉手を呼んで私をよく VMCAまで送らせ'てくれた。水族館 

を一緖に見物に行った。珍しい熱帶魚や、法外に大きな厨に私は驚いたが.ガルシャさんも元 

來魚が好きで、自宅に澤山魚を饲ってゐ、金魚をJapana能〇だと自曼してゐた。廣くもない 

マニラ市中、美しい海岸步道、郊外はたいていガルシャさんの自動車でドライブさせて貨った。 

フィリッビンへの旅行、並に］帶•任に際してガルシャ氏の樣な相當な地位の保證人があると云 

ふ爭は何かにつけて便利で心强いことである事は云ふまでもない。
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最後の日には改めて同氏を訪問するづもりであり、だいたい言集約束电してゐ、例によって 

同家で一緒に紀念撮影もし規しく別れの言葉もかわしゝシンヨリーノとも會って歡談しゃうと 

思ったのだが、意外の差しつかえでこれが出來なかったのは殘念だった。

實は臺北帝大の醫科の必要で、ある學術參考品をフィリッピンから持ち出す大役が私共には 

あった。それに一日遲れてゐた船が、それが日程通りc私の予定より一日早く）に急に出帆する 

樣になったので・其品の通關の爲・在比のA氏と共に大童に出發用意にかゝらねばならぬの 

で・っゐそのひまがなかづた。 , -

一言にして云えば私の三十年來の大願は滿たされた。私が一番書きたく、云ひたい事は熱帶 

の大自然や、例ふるものなき熱帶美果の味や、所謂南洋情緒にっゐてヾあるが.本誌のレダク 

トロ氏に氣がねして今囘はこのあたりで筆をおく。

Birosendilo 其他
會・• .* 、 大 木 克 巳

Teknikaj vortoj （專問詰）であってもKomunaj vortoj C普通語）としてかなりの必要性を 

有し,而も容易くは一般の人々に見出し得ないもの，又は普通語になってゐるがより垄ましい 

形のものが他にあるものなど少し選び出して記す。この大部分は旣に發表Lたことではあるが 

一般のエスペランチストの參考にと敢て書くわけ。あくまで普通語として¢あるから，面倒臭 

いvortoの定義や出所の明示等は止した。但し，備考として各國語のekvivalentaj vortojを 

並べておいたが，これはその方面の人々の參考にもと思って。自分の知らない外國語を書き列 

べること自體にpedantecoが認められ,笑!ビでしかない力:，そしてそれは確かにnur naŭze 
efikos al la legantojだが敢て書いておいた〇

略字CA）英語;獨逸語;CF）佛關西語;CD伊太利語;CH）スペイン語

唸 U

の音に深き趣をそへる唸り, ラヂオでビートといってる唸りのことをエス語®ま何と言ひ

表はしてるだらうか?この言麋は普通の辭典には餘り出てないやうであるが,ラヂオ關係で 

はCondo）batoが用ひられてゐるらしい（Radio Manua!其他のものにある）。併しこのbato 
は英語のbeatの直譯で而も意味の上からも適譯とは云へない。Wiisterもこの形をよくない 

形としてClnterfeOŝveloをすゝめてゐる。碇かにこのInteHe怡veloは意味の上から，より適 

切な語であると思ふ。普通吾々が用ひる際Interferŝveloが少し專問語くさいならばsonbelo 
又は單にŝveloで十分である。尙この唸りの現象に似た海の波のウネリは（ondo^ŝvelo （ISAE 
の辭典其他に）〇 備考:Ŝvelo/Beat CA^）/Schwebung CG）/Rugissement （F）.

方 位

Bi巴 は「める場所の方向」或は「關係的位置」を表すところの方向といふ意味卽方位であ 

る。この語は吾々の日覚生活に於ても屢々所謂單なる方向のdirektoと區別して用ひられF!觀 

しまれなけれはならぬ言集の一つである。エス和にも和エスにも未だ見當らないが必要な語だ 

と思ふ。Verax の Enciklopedio や Wiister のそれ,Fulcher & Long の辭典 Radio Manual 
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等々には見出せる。尙力學,數學等ではDirekto C方向)，Senco (向)とを區別して用ひてゐ 

るが一般には必婆はない。備考:Biro/Bearing CA)/Peilung (G)/Relevement (F)・

ラヂオビーコン

最近航空網の擴大計畫とともに新聞紙上でかなり規まれてゐるが何と云ひ表はすかを知って 

ゐる人はまことに少い。ラヂオビーコン卽RadiobeaconCA)は無編航路標識と云ひ航空機，船 

舶等に正確な位置，正確な航路をしらせて，眾風雨のときでも夜間でもその目的地(destinita 
loko)へと安全に導く。WiisterはBirosendiloを用ひてゐるが，他の人々はどんな言葉を用ひ 

てゐるかしらない〇尙航空機，船舶等はRadiobirilo aŭ Radiogoniometro (無線方位計)もう 

少しくだけて云へばDirektotrovilo C方向探知器〇でもって自分のbiroを知り得るのである。

比•比率

對米5 : 5とか10 : 7など新聞紙上でも比率なる言葉は度々用ひられる。エス語では色々 

な形のものが用ひられて來たがその形も現在では大體決って來た。少くとも固定化しっゝある 

やうである。佛,伊語から誘導されたraportoが廣く用ひられてゐたがSATのPlena Vortaro 
やMillidgeやChristaller其他の辭典にはrilatoが出てゐる。併し乍ら現在はrilatumo 
CWŭster採用し,交萬國霍氣工藝委員會CIEC)編の辭典にも採用された)に最もヨサが感じ 

られる。岡本氏の和エス辭典にはratioが採用してあるが,これの特徵はmemstara vortoで 

且形の短い點にあるであらう〇個人的にはratioもわるくはないと思ふ。併し合成語ではある 

が意味もわかりやすく發音，形もそう非難すべきところのないrilatumoを先づ薦めたい。勿 

論この rilatumo は proporcio とは違ふ〇 備考:Rilatumo/Ratio, Relation/Verhaltnis 
<G)/Rapport, Raison (F)/Rapporto (I)/Relaci6n CH).

漏 ts

Transparoladoは吾々がときどき經驗する如く，全くきこえる笞のない電話回路の間の 

subaŭdado のこと。Transparolado/Cross-Talk(A)/Ŭbersprechstdrung CG)/Derangement 

par melange de conversations (F)
尙漏電は MiskondukCad>/Leakage CA>/Streuung CG)/Dispersion CF)・

スイッチ

KonektiloもRilatumoと同樣色々の形のものが用ひられて來た。Radio Manualや 其他 

の書物にはŜaltilo〔獨語のSchalterより出たgermanismo)が多く用ひられてゐるが,川崎 

氏の言・によれば專問的でないVarankinの書物の中にも用ひられてるさうだ。何れにしても 

このŜaltiloはkonektiloに匿き代へられつゝある。この形はWiister用ひ,從ってIEC C萬 

國電氣工藝委員會)編のVortaroにも當然採用されてること、思ふ。スイッチ卽開閉器には 

色々のものがあるのでkomutilo, Interuptoro,又はkontaktilo尊も場合によっては用ひら 

れる。Komutiloといふのは切換蔭閉器又は轉換開閉器の場合に用ひられるものでĝenerala 
sencoのものに用ひるのはよくない。komutiloはまた整流子に用ひられる。① 卽Komu
nlo / Commutator CA) / Stromwender (G) / Commutateur (F) / Collettore Cl)/Colector CH> 
Cii)Transkonektilo, Plurvoja, Konektilo Komutilo/Changeover switch (A)/Umschalter 
CG)/Permutateur CF)/Commutatore (D/Conmutador CH).從って吾々が罩にスイッチといふ 
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ときは konektilo とおぼえるべきである。Konektilo/Svvitch/Einschalter/Interrupteur.

充電•放電

雷雨,ア-ク燈等によっても放電の現象には度々接し,又電池を充電するなど吾々の日常生 

活とそう緣遠い言葉ではなくなってゐる。さて充電,放電は以前はCelektra) ŜargCad)〇. (ele
ktra) r»alŝarĝCad)o,を用ひてゐたが今では(elektra) ŝargo; (elektra) malŝarĝo といふ形 

に落ち着いてゐる。これは所謂ŝargo (電荷;又は負荷，積荷)との區別の爲である。SAT 
のPlena Vortaroでもこれを區別すべきだと薦めてゐる。ŝargoもŝarĝoも同一語より出た 

ものであるがエス語となっては，かく區別して用ふる。例へば獨逸話のder Idealismus C英・

佛も同じ語根;)には觀念論，唯心論,理想主義の三つの無味がある。理想主義は實踐的立場を 

云ひ表はしてゐる卽實踐沟現議主義とむすひついて考へられる言葉であってエス語でもIdeal
ismo である。唯心論はMetafiziko (形而上學)としてのもの卽唯物論(Materiismo, Material
ismoj に對したものでエス語ではIdeismo, Idealismoである〇 Ekkonteorio (認識論)として 

の觀念論は,認識諭上のRealismo C實在論:)に對立したものであってエス語では1deismoで 

Idealismoは用ひない。尤も人によってはmetafizikoとekkonteorioとを分けないが。兎に

角同一語根より出たものではあるがIdeismo,とIdealismoと違った意味に用ひられてゐる. 

この外にも同じゃうな例を數多くあげることが出來る。

備考:充電/.argo/Charge(A〉/Lader)CG)/Charge(F);
電荷 /Ŝarĝo/Charge(A)/LadenCG)/Charge(F);
負荷,荷重/ŝarĝCad)o/ChargeCA^/BelastungCG)/ChargeCF>

Batalo de Y Vivo を讀んで
Kawasaki-N<

9 brili

p. 8,1.1 Se en la mondo neniu volus brili... ....... ni multe pli bone vivus kaj multe
nin amuzadus reciproke. A わ If there were no such thing as display in the world,… 
Gわ Wenn auf der Welt niemand glanzen wollte. ••- C見せびらかす)である〇ドイツ豁を 

譯した初期時代の珍らしい用法であろう〇 (10 sept.1936)

10 kiel

p. 8,1.3 Estis tre agrable rigardi, kiel la du knabinoj dancadis. It was charming 
to see how these giris danced. Es war ganz allerliebst anzusehen, wie die beiden Mad- 

chen tanzten.日本人わこんなときでも「... いかに....」と譯するを常とする力:「....して

いるのを……」と輕くやってなんらさしつかえない。keに變えても文章全體のねうちわ變ら 

ない。さすがにWiister, Enciklopedia Vortaroにわちゃんとこんな場合の例があがっている。 

C24 sept.1936)・
11 stilo

p. 8,1.11 ĉi estis nek laŭ la malnova stilo, nek laŭ la nova, nek laŭ la franca nek 
nek laŭ Ia angla stilo・ It was neither in the eid style, nor the new style, nor the 
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French style, nor the English style- Es war weder nach dem alten, noch nach dem 
neuen Stil; nicht nach dem franzdsischen, nicht nach dem englischen Stil.

E, A, G 3者のstiloのおきどころがみな違うC24 sept.1936)

12 supren kaj malsupren

p. & L 15 Dum ili dancadis sub la fruktaj arboj kaj flugetadis en la ĝardeno supren 
kaj malsupren kaj turnadis sin reciproke en rondo,...

Wie sie unter den Obstbaumen tanzten, und en Garten hinauf und herab schwebten, 
und sich einander im Kreise drehten,. •.

As they danced among thi orchard・trees, and down the groves of stems and back 
againt and twirlcd each other lightly round and round,...

G, Aを證めばEの意味がはっきりする。supren, malsuprenわあちらえ行ったり,こちら 

ってきたり(カミ,シモゝ順々に輪の形でぐるっと廻ることであろう。(24 sept.1936)

13 flugantaj haroj

p. 8,1.18 Iliaj flugantaj haroj kaj vestoj •••風になびく である 〇 (24 sept.1936)

動詞 FARI の 法

(7 )

(c) Frazeroj kun „ fari a en netran s 让 iva senco C=„ aranĝidaŭrigo.

K. OSSAKA.

(militon ^militi
Fari ...1 pacon=pacigi 

ĉi signifas jenon : Kuŝujo •…

ribelon=ribeli proceson=procesi
revolucion = revolucii embuskon=embuski

..jes .... volas fari militon. (Rz 6/20)これはね，ロ シ

ヤがさ……さうだ……一と戰爭やろうと云ふのだ。

Ili faris militon (=militis) kontraŭ Bera, reĝo de Sodom. (Gn 14-2)彼等はソドム

の王ペラと戰爭をした。

Unu soldato militon ne faras (P.114〇)兵隊一人では戰爭にならぬ(諺)

Sed se la urbo ne faros pacon kun vi, sed militos kontraŭ vi, tiam sieĝu ĝin. (Re 

20-12)若しその都市が和を結ばず汝に手向ふならば之を攻めよ。 ,

La ŝipanaro faras ribelon. (FK 95/4)乘組員はーと爭臥起した〇

Tuta cento da plej grandaj elpensoj ne faros en la vivo de la homaro tian grandan 
kaj bonfaran revolucion, kian farus la enkonduko de lingvo internacia! (OV 383/17> 
大發明を白は集めたとて人類の生活に於て國際語の採用がなす程の偉大な□つ爲めになる改革

らさぬであら う〇

Laŭ la diro de tri atestantoj oni povas fari proceson. (Re 19-15)證人三人の言があ

れば訴訟を起してよろしい。

Nur embuskon sage faru. (IT 88Z-3)待ち伏せをするなら拔からぬやう〇

Ili estas pretaj fari atencon kontraŭ mia vivo. (Rz 30/-4)あいつ等はおれの生命をね 

らふ位な事は仕兼ねぬ。
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bruon = brui 
tumulton =tumulti

krion =krii 
ĝemon=ĝemi

spiron=spiri 
iluzion = iluzii

Ili pri afero faradis grandan bruon- (FUI 136/2)事每にさわぎ立てる。

Vi estas la kaŭzo de tio, ke li faris bruegon. CGD 28/21)彼がさわぎ立てたのはお前

のせいなのだ。

Ha, vidu! ne senkaŭze oni faris ĉe ni tumulton. （Rz 42/1）それ御覽，吾々が大騷ぎ 

をしたのも當然だったらう。

Li faros krion :li ja estas regna homo. CRz 55.'-8）奴はがなるぜ，何しろ奴は官吏な 

んだからね。〔註〕ellasi krion C叫び聲をあげる）とも云ふ。

La juna homo faris sopiran ĝemon・（M 51/-9）若人は思ひ餘って嘆息した〇

Li jam faras la lastan spiron. CP 834）氣息奄々,餘命いくぱくもなしCもう岸後のい 

きをしてゐる）〇〔註〕Li staras per unu piedo en la tombo C片脚棺極につつ込んでゐる）と 

同義。

Ŝi faris al si iluzion. CM 56/-1）空想を描いた QAnk. vid. M 57/15; Rn 52/-2; OV 

325/32） • ；

( kongreson=kongresi meson =—i 1 Paskon=Paskofesti
Fari > matenmanĝon = — i festenon =—i ' edziĝon=edziĝofesti

ゝ ceremonion=—i feston=—i | vesperon =festi pro la—o
Ŝajnis al mi, ke Usono estas ankoraŭ tro juna en nia movado por fari kongreson. 

<ov 400/16).北米合衆國はまだ我が運動に於ては年功を經てゐないから大會をやるのは無理 

だと思はれた。 ・

Niaj kongresoj, farataj C=arangataj) sub la signo de la verda standardo, estas ne 
sole kongreso de la lingvo Esperanto, sed ankaŭ de la interna ideo de la esperantismo. 
<OV 379/10う綠星旗下に催される我が大會は單にエスペラント語の大會であるのみならず，ま 

た實にエスペラント主義の中に含まれる思想の大會である。

Li faris matenan preĝon kaj matenmanĝon. CRn 57/10)朝のお祈をして朝食をしたゝ

めた。

Ne farante pli ceremonion, li sidiĝis kaj rigardis sur la kampon. (BV 69/24)儀禮 

はその位にとじめて彼は坐り込んで野を眺めてゐた。

Ni ne faras ceremonion. (FI 116/16)(儀禮はやらぬ，とは)遠慮はせぬ,容赦はしな 

いCビシビシやっつけるぞ)〔註〕Sen ceremonioj, mi petas !どうぞお平に〇

Mi lasos fari mesojn, por venigi la vagantan spir让on en ĝian hejmon. (Rt 116/-5)成 

佛させるc迷へる靈を呼びもどすうために弼撒をやらせやう。

Unuvorte oni faris festenon. くRt 61/15; ank. vd : 61/15; ank. vd.: 61/7)つまり宴會 

をやったのぢゃ。

Feston de tendoj faru al vi dum sep tagoj・ CRe 16-13)假屋の祝ひを七日間行へ 

Feston aranĝu; Feston festu)
Observu la monaton printempan kaj faru Paskon al la Eternulo. 〈Re 16-1) 春の月 

(の祭事)を守り土 C神)に對して復活祭を營むべしC=faru Paskan feston=festu pro la 
Pasko, festu la Paskon)
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〔比較3 buĉi la Paskon (Re 16-5)=buĉi pro la Pasko, buĉi por festi Ia Paskon.いけ 

にえを屠りて復活祭を祝ふ。

Kaj el tiu mono ŝi sendas al la karaj najbaroj en Kjdge tutan taleron, por ke ili per 
tio faru al si ĝojan Kristonaskan vesperon. (FUI 58/31)此の金の中から娘はキョーゲの 

お隣の人達ヘータレルも送ってやったのである,それはこれで彼等がよいクリスマスを迎へる 

やうにとの心付けであった C=faru, aranĝu, ĝojan feston pro Kristonaska vespero).
Grace, ĉu fari nian edziĝon en la tago de naskiĝo de Marion ? (BV 71/14) ねえ 

グレース，マリオンの誕生日に吾々の結婚式を擧げやうかねえC=fari la feston, festi la 
feston de nia edz：ĝo)

Por ke la manĝaĵoj vane ne pereu, edzigon fari oni nun. rapidas <H 17/1)折角の御

馳走が無駄にならぬやうにと取り急いで結婚式を擧行しやうとしてゐるのだ。

Goj：ij, ke ili liberiĝis de li, la heredantoj faris al li belegan enterigon. (FK 63/11)

厄介拂をLたのでお目出度いと云ふわけで立派なお葬式を出してやった。

1
 preĝon=preĝi 

ŝercon == ŝerci

plendon=plendi

progreson=—i 
manifestacion=—i 
loton =loti

eraron=erari 
maltrafon = maltrafi 
pekon=peki

Johano frue enlitiĝis, faris sian vesperan preĝon kaj trankvile endormiĝis. (FI 47/7 
ank. vid: 104/7)ヨハハま早く床に就いてタの祈を捧げ安かに眠におちた。〔註3 (el-) diri 
sian preĝon とも云£、〇

Preĝon faru, sed farunon preparu. (P122)佛いぢりよりも畑いぢりく神にお祈をする 

のもよいがノヾン粉をこねることも忘れるな,『後生よりも現世』などの意の諺。

Ha, ĉesu do fari ŝercojn! (GD 24/14)おいおい,茶化すのはよせ〇

Mi ŝercojn ne faros, mi rekte iros kun plendo, por ke oni prenu lin en la policejon 
kaj tuj en la malliberejon・C% 24/6).冗淡ではないぞ，出る所へ出て(訴へ出て)そ奴を 

警察へひつばって行き，直ぐさま牢屋へぶち込んでやる。 •

Mi fari3 nur ŝercon. (Rt 82/-8; ank. vd.: H 170/-3) 一寸冗談にやったのだ〇

Oni faras plendojn COV 405/3)人は文句をつける〇

La lasta instruantino de mia filino instruis tre bone, kaj Jadvinjo faris ĉe ŝi grandajn 
progresojn. CM. 46/19).此の娘の前の先生は敎〈方が上手で此の先生の手でヤド子はたい 

さう進步いたしましたのです(=multe progresis). Qank. vd-. 393/18).
Ĉu ni kunvenas por fari manifestacion kaj sekve propagandon ? (OV 377/19ゝ 吾々 

は示威を行ひ從って之によって宣傳をするために集會いたすのでありませうか。

〔註〕manifestacio C政治上などの)示威運動，デモCンストレーション)；demonstracio〔哲 

學,科學な•どの)論證，c講演などに當って)實地に實驗して見せること。

Kaj Aaron faros lotojn pri la du kaproj: unu loton por la Eternulo kaj la duan loton 

por Azazel.(Lv16-8)アアロンは山羊二頭をかけ簸をひくならん,その一頭は主(神)の 

ためにして，他の一頭はアザゼルのためのものなり。

〔註〕『籤が當る』はla loto falas sur ion :—La loto por mi falis sur ia plej belan ob
jekton. 僕の籤は一番姜しい品に當った(帀:LV16-10)

Vi jam plu neniam povas fari en tiu ĉi lingvo ian gramatikan aŭ ortografian eraron
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(OV 293/-1)此の語で物を書くことになれば文法上の誤や綴の誤などすることはなくなる筈 

である。

La homoj faris eraron en la kalkulado de la tempo. CFIII 26/-5^ 時間の勘定違ひをし 

てゐたのである。(ank. vid.: F 59/6; Rz 13M; M 25/7).
Gardu vin bone; ĉar inter nobeloj tio & estas tiklaj aferoj, kaj estas danĝere, se oni 

faras en tio ian maltrafon. CGD13/8)用心いたさぬといかぬぞ’何しろ貴族仲間ではか 

\ることはきわどい事柄,見當違ひでもしたらそれこそー大事であるぞ〇

Estas tute egale, ĉu fari unu pekon aŭ du, tiom pli, ke mi hodiaŭ faros mian kon
feson kaj puriĝos de ĉiuj pekoj. CFK 64/5).罪は一つ犯さうと二つ币ねやうと同じ事だ，况 

んや今日ざんげをやって諸々の罪から淨まることになってゐるのだから・

山の王者

(續)

エスペラント譯泰西文學鑑賞・3
[ ヽ 萬澤まき子

土礪日の朝、聞きなれぬ物音に眼をさますと王の陣營は，,憲兵來る“の警報に越然として 

ゐる。喜んだのも束の間、豈はからんや・憲兵隊長PeriklesはHagi-Stavrosを名付規と呼 

んで栏擁し接吻して私を呆然とざせた。二人は懷かしげに互の消息を語合ひ、市場を論じ、山 

賊討伐の報吿書を二人で仲良く作成した上、Periklesの持込んだ報せによりHagi・Stavrosは 

アルゴスへ輸送される二更フランの現金を途中に踱擊するべく手勢を率ゐて出發した。しかも 

その留守を預り私達を監視するのはSimons夫人がかくも信賴し待焦れてゐたアテネの憲兵逹 

なのである。何にも知らぬ彼女等がPeriklesを見、彼の部Fを見て救助の手だと思ひ込んだ 

のは無理もない。彼女等の喜びと感謝の莒葉をPeriklesはシャアシャアと受け、剩へ甘言を 

弄して山賊が彼女等に返してくれた品々を再び掠專し■私をさんざん脅迫した上で私の天募を 

橫領して私を野天の動く監同の中に閉ぢ込めたのであった。しかもその監房の與へる苦痛は言 

語に絕する。生きてゐる四ツの壁は私の周圍を步き廻り、看視し、睡眠も與へず□もきかない・ 

この現責めに氣も遠くなりながら私はあの規切な老王の歸りを待佗びた。憲兵の手から山賊に 

よって救はれたいと私は神に祈ったのであった。月曙日の早朝、待ちに待ったHa券Stavrosの 

一隊はさんざんな敗北の中に歸って來た。死傷者を20人近くも出して一同悲慘な狀態であっ 

たが獨りHagi・Stavrosのみが若返った樣に元氣であった。憲兵隊長は意外な成行に驚き、自分 

の立場を糊塗するために慌てゝアテネを指して山を下りた。Simons夫人は事の意外に驚愕の 

餘り卒倒し、意識を取り戾すや吠える如く尿罟雜言して私にまでも喰ってかゝった6その擧句・ 

自分逹を救つてくれたものには Mary-Annを與へると宣言して私を狼狽の極に追込んだ。そ 

の時私は私のMary-Annに對する感情を再檢討してみねばならなかつた。そして結局、私が彼 

女に憧れ、彼女を夢みてゐるのは事實であるがそれは必ずしも愛ではないといふ結谕に到達し 

たのである。そこで私は私が彼女等を救出したにしてもそれは Mary-Annと結婚したいため 

ではないと言明したが、その言葉は妙からず夫人の誇を傷けたらしく、何故娘が氣に入らぬかと 

私を詰問し、私の貧しさも地位の低さも醜さも結婚にとっては絕對に問題でないと說き立てた
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のであった。兎に角私は彼女等に次の樣な計畫を敎へた。それは最初の日から私の胸の中に想 

り夫人が少しも耳を傾けなかったことである。卽ち・Haĝi-Stavrosの資本は全部彼女等の一家 

が關係してゐるBarley銀行に預入れてある。夫人等はおとなしく身代金十萬フ?ンを、願く 

ば私の分も加へた十一萬五千フランを支拂ふ力;よい。それと弓!換にStavrosから禎收證を貰っ 

てさへ置けば彼の預金の中から銀行が支拂ったことになり、夫人達は一錢の損もせずに自由を 

瘦得することが出來る。 ヽ ヽ…'•・ゝ:：・ ゝ

私のこの名案を聞いてMary-Annは感謝に眼を輝かせ.夫人は何故それを早く言はなかっ 

たかと私をきびしく責めた。直ちに私は彼女等を伴って王の前に行き、身代金に對して領收證 

を欲しいと交涉したが、王は私逹の意圖をあやしんで仲々應せず・苦心慘挺の末辛じてそれに 

成功することが出來た。Simons夫人のしたゝめた手紙は修逍士によってアテネへ進られた。 

Haĝi-Stavrosにとっても私達にとっても困難な大事業が殆んど片付いた譯である。彼の上機 

嫌は勿論であるが、私達の喜びを何にたとへよう。その日の朝食のおいしがったことは絕對に忘 

れられない。私はMary-Annの傍に坐ってなごやかな幸福に浸った。それは愛ではなく唯强 

い友情であったが結婚するにはそれで充分だと思った。

幸福な二日がすぎて水曜日の朝、遂に便者の修道士が歸って來た。身代金は夫人の兄弟の手 

によってギリシャ國立銀行に納められたといふ。遂に自由の身!と喜んだのも束の閒.Stavros 
が規切にも別々の領收證を送ったゝめSimons夫人の兄弟は私の分を支拂はなかったことを知 

らねばならなカゝった。私は絕望の爲に眞暗になった。Simons夫人は“人に賴らずに自分で自 

分を救ひ出すがよい''と私を激勵し、晴々と樂しげなMary-Annを伴って步みも輕く山を下り 

て行った。どんな顔をして私がそれを見送ったかは御想像にまかせる。Stavrosは心から私の 

失望を慰め希望をなてとはげましてくれた。然し私の善良な心もともすれば婿の常として姑へ 

の不平に傾き、その序に规友のJohn Harrisにまでその不平を延長させたのである。あの勇敢 

なJohn Harrisが私の不幸に腕をつかねてゐるのだらうか?

Haĝi-Stavrosは私の憂爵をみかねて散步を勸めてくれた。二人の番兵に守られて草を採集 

するふりをしながらアテネの方角へ步いて行き密かに逃亡の機會をうかヾった。私はうまく謀 

って番兵等の注意を他へひきその隙に乘じて脫兎の如く甑•け出した。大聲で迫跡して來る足音 

を聞きながら私は無我夢中で阪け續けたが・遂に萬事窮す!ズボン吊がフ•ツッリと切れて私 

の足は自由を失ひヽ追跡者に捕へられてStavrosの前に曳立てられた。彼は私が彼の信賴を裏 

切ったことを遺憾とし.これからは私を嚴更に取扱ふことをば言した。私の幽閉所の看守であ 

りお相手役であるのは人のよい虐殺者のVasiliであった。彼は例の人なつゝここで私にあらゆ 

る好意を示し片時も私から眼を蹴さない。夜も畫も毋规の樣な注意染さて私を護ってゐる©私 

は全く困惑した。 ・ ，

私は再び一計を案じた〇 Vasiliはのんべだヵ:酒に弱い。私は彼を夕食;に招待して酒をすゝめ 

た。彼は私の友情に感谢して盃を重ね燒肉を私の手と間違へて心からの握手をしたま、眠りこ 

んでしまった。あたかもエヂプトのスフィンクスの樣に。私は直ちに遁走の準備工作を始めた。 

天幕の傍の泉から流れ出る小川に堤防をこしらへて瀧の流れを止め、その跡が幾分乾くのを侍 

って密かに住みなれた獄舍を脫出した。眞夜中の2時である。道は想像以上に困難であった。 

龍の跡は蛇の樣な觸感がし、絕墜には足がゝりもなく、しかも何といふその高さ!私は何度 

か足場をはづして滑り落ちたりヽ夜鳥の羽ばたきに氣が遠くなつたりした。その度に私は父と 

Mary-Annの名を交々に呼んで自分を勇氣づけた。あらゆる困難の末、やっと谷底にたどり着 
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いて安心する間もなく、王の夜警で刼る獰猛な白犬が恐しい聲で吠えかゝった。萬第盡きて私 

は胴亂の中に殘ってゐた砒素をパンに浸して犬に與へた。砒素の効果をみと¢けるまでには相 

當の時間がかゝる。空が次第に口みはじめた。私は何か不吉な朦感を感じて私の獄舍のあるあ 

たりを見上げた。その時、物凄い奔流が突然私の身SŜを押流した。私の拆へた堤防がきれた 

のだ。私は辛じて水の中から自分を救ひ出し岸に道上ってMary-Ann萬歲!と叫んだ刹那、 

四人の山賊に頸ツ玉を締められらた。

私はHagi Stavrosの前に曳立られた。そこには私の堰!hめた水の中に溺死した氣の毒な 

Vasiliの屍があった。私は生れてはじめて人殺しをしてしまったのだ。憤怒になざめたStavros 

は雷の如き聲で私の忘恩と慘虐を罵り、堅く復卿を誓った。Vasiliの葬儀に私も參列せねばな 

らなかった。式終るや、私も他の參列者にならって死體の唇に接吻せねばならず、又ムリヤソ 

にそれをさせられたが,不注意からとはいへ自分の殺した男の唇にふれる氣持を察して諏きた 

い。氣絕といふ手がある姻人方は實に幸福だと思ふ。王の復巒はそれですんだわけではない。 

彼等は私を地面に縛り付けて身體の自由を奪った上で私の足の裏に二本の月桂樹の棒を20囘 

も見舞った。肉が裂けて足は血まみれになつた。私は痛みに堪えかねて叫び、わめき、遂には息 

も絕えだえになった。刑が濟んで漸く人心ナ也つくと、最も野蠻な笞刑に對する屈辱感と澈怒に 

私の冷靜な血が沸立った。私は頭に浮ぶだけのありとあらゆる惡罵を雨の樣に彼に浴せかけた 

が.この山の怪物は顔面筋肉一ツも動かさず冷然と私の狂態を見下してゐる。私は益々逆上し 

て私がSimons 娘の爲にたくんだ領收證の一件をぶちまけてやった。その時の彼の狼狽と憤 

怒の有樣は私の苦しみと痛みを充分に慰めてくれた。私を泥棒と呼んで猛りたってゐる彼の皺 

面の痙攣を眺めながら私は久方ぶりに悲しい笑ひを笑ったのであった。

王は十萬フランの損失に價する復讐の方法に頭を絞った。極度の憤激のために彼の頭は梅度 

に混乱して適當な方法が見當らないので彼は遂に私を家來達の慘虐心に委ねることにした。 

先づ重傷の床にあるSofoklis力:苦しい息を吐きながら私の髮毛を束にしてむしり始めた。そ 

の痛さに私は泣きわめきながら地面を捧がり廻った。それ力:濟むと王の料理番は私を連んで行 

って焚火の傍に置いた。燃えさかる火は髮を焼き皮膚を焦した。それは一種の焚刑である。憎 

惡に燃える私の心にポケットに殘ってゐる砒素の袋がふと浮んだ。私は料理番の隙をうかヾっ 

てその白い魔法の粉を焚火の上の鍋の中に撒りかけた。食事は無事に濟んで重臣達は滿腹の體 

で玖はれた。私の心は來るべき變事に對する期待に波打つ。その時、異樣な騷擾が起り思ひがけ 

なくも下宿の件Dimitriが息を切らせて証けつけた。彼は私の狀態をみるや恐怖の聲をあげて 

王の許に走つた。王はDimitri以上に亢奮して現はれ、私を子供の如く抱上げて元の部屋へ運 

び、母規の注意深さで私の傷づいた足を治療し始めた。彼は今までの行爲を誣びて赦しを諾・ひゝ 

何事去絕對に口外しないでくれと懇願した。恿外な艇化に呆然としてゐた私は漸く事の次第を 

知悉すること力:出來た。規友John HarrisがStavrosの娘を人質にして私の解放を要求し、 

私が受けただけの行爲を娘に酬ひると主張してゐるのだ。しかもその娘とは每日曜私逹の下宿 

に來る股いFotiniだといふし命にも換へがたい程愛しい娘の危機に胖を冷やした彼は私の義 

俠心に訴へて娘の身の安全を請ひ、直ちに私をアテネへ送り返すことになった。その時不幸に 

も私の蒔いた種が實を結んだ。山賊の大半は私の砒素に中毒し、殘った者は復雰のために私を 

とりまいた。そしてたった一人の私の庇證者であるStavrosも同じ奏に倒れてしまった。山 

賊共は王黨と反王黨に分れて戰ひを始めた。王黨は無勢であったが私の部屋に陣どってよく戰 

った。その問に私は苦悶するStavrosに毒物を吐かせたり血管を開いて毒血を出したり、私の,
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初等毒物學の知識の全部を傾けて介抱した。

敵味方對峙のまゝその夜は明けて火曜日の釦9時頃、私達は意外な銃聲を聞いた。間もな 

く凜々しい武裝のHarris, Lobster, Giacomoの三人が颱風の樣に敵陣を荒して私達の桔にと 

びこみ、阿修羅の如く私逹の味方を全部殺してしまった。私はその凄參な光景を不思儀な喜び 

と共に眺めた。Harris達は私の聲を聞いて血けつけた。“山の王者''は力のない身體を引起 

して学にもたれ爛々たる眼て闖入者を見つめて“俺がHagi-S^avrosだ”と名乘りをあげた。 

私はどんなに彼等がこの老山賊を憎み復讐心に燃えてゐるかをよく知ってある。然しこの老王 

の威嚴は若者達の亢奮を靜めるに充分であった。私は手砸に事の次第や彼の私に示した好意を 

物語った。窘を出ると老王は不口由な手で反軍の拒揮者の首を一刀の下にはねヽ住みなれた山 

をすてゝ私達に從った。

途中Harrisは如何にしてFotiniがHa倉［Stavrosの娘であることがわかり、如何にして 

彼の手に落ちたかを物語った。私はあの幽閉の日々とMary-Annに就いての物語をした。彼 

は非常に私の口 ーマンスを面白がって結婚式には是非招待して欲しいと望んだ。私は勿論乐諾 

した。Fotiniが幽閉されてゐるHarrisの船Fancy號に着いたのは夕方であ,った。彼女は泣 

きながら父の腕の中にとびこんだ。Harris力:山をすてた老王に彼の行くべき道を聞いた時、彼 

は追剝を潑業して娘の結婚を樂しみに生き・そのうちには總理大臣にでもなって國家に役立た 

うと答へた。

5月15日の午后8時45分、私とJohn Harrisは宮廷舞踏會に現はれた。伯父のお古であ 

る赤い禮服は長身の私の身瞪には短かすぎたがそんな事は問題ではない。廣い舞踏場中を私は 

眼を皿の標にしてMary-Annの姿を求めた。その中私ははからずも戀兵隊長Peri kiesと顏を 

合せた。私の物語によって彼の事を知ってゐるHarrisは彼を物蔭によんで彼の大事な勳章を 

物はいはずに携りとった。さんざん待ちくたびれた時、花の様なMary-Annの姿が眼につい 

た私は喜びのあまり聲をなげて彼女に兩手を差出したが总外にも彼女はゾッとした樣な韻をし 

て身をひき、Simons夫人は冷然と天井をにらみつけ、私がJohn Harrisの也太刀を求めて 

ゐる隙に兩人共舞踏場から姿を消してしまった。Harris共々眠れぬ一夜を明したその翌朝、 

Simonsの一行が急遽アテネを去ったことを知った。その日から私は唯食べて呼吸するだけの 

動物である。 ・

Periklesの復讐を恐れる友達刀計ひによって私はその日の中にフランスの船にのせられて美 

しい國ギリシャを去った。

Harrisは今日本への航行を績けてゐる。LobsterもGiacomoも元氣でゐるし、''山の王者” 

•も宏大な邸宅を新築して平和に暮してゐるといふ。Simon s夫人とMary-Annに就いては何 

も匪かない。時々彼女の夢をみて夜半にめざめ、さめざめと泣くことがある。然しそれは握り 

そこね•た富と地位への未練であって失った女への淚ではないと思ふ。

*

以上のHermann Schultz氏の物語を印刷所へ送らうとしてゐた時ゝアテネの友人からの返 

事を受取った。それには.Hermannなる者の話は全部虛構でゝ恐らくギリシャの官憲に恨从 

をふくむ者の誣吿であると書いてあった。

故に——私は前の話の全部を取消します。

（完）
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Modernaj utaoj (japanaj)
tradukita de Tazuo Nakamura

かなしからずや 

空の靑

海の靑にも

染まずただよふ（牧水）

Ĉu ne la cigno
Estas soleca birdo4?
Sen ia signo

De F ĉiel- kaj marlazur\
Ĝi naĝadas sen tinkturi

ゆく水の

とまらぬこころ 

持っといへど

をりをり濁る

貧しさゆゑにく牧水）

Kiel natura
Akvo V fluanta, tenas
Koron mi pura, 

Sed eblas malpurigo, 
Okaze pro malriĉo.

光なき

いのちの

ありてあめっちに 

生くといふことの 

いかに寂しき（牧水）

Nur kun la vivo
Daŭranta tie ĉi, jam
Sen ia lumo,

Kiel soleca suferĵ
Vivi en ĉi mondosfer, ?

わけとてはなく

ぢだんだを踏んで

よろこんでみた

喜んだとて

なににならうぞ〈牧水） 

われはもよ

泣きて申さむ

かしこみて 

飮むこの酒に

なにの毒あらむ（牧水）

Mi tute sen kaŭzJ 
Piedbatante ĝojis 
Intence per taŭzĵ;

Eĉ se ĝojo facilus, 
Kiel ĝi min utilus ?

Ja per Dio, mi 
Ploratestos, 〇, sake'!
Kian povus ĝi,

Kiun kultas mi preni, 
Malutilon enteni ?!

大空を

靜かにしろき

雲はゆく

しづかにわれも

生くべくありけりく御風）

ゆふまけて

いや荒れつのる

浪の音の

底にもら

海鳥の聲C御航）

Tra P firmamento
Veliras blanka nubo
En la silento:

Mi mem al ĝi simile, 
Nun vivos ja trankvile.

Kun vesperiĝo
Furiozas pli kaj pli
La uragano:

En muĝo de E ondaro, 
Aŭdiĝas bird' de V maro.
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ちりぢりに

風にふかるゝ

群鷄

あっまらむとしては 

またちらばれる（御風）

いなづまの

光る束の間

たか山の

さびしき姿

わが見たりけりく御風）

つぎつぎに

漕ぎいでゆきし 

海士小舟

つぎつぎ見えず

なりにけるかも（御風）

雪もよひの

灰色空の

ーところ

ほのかにあかるし

□のありどならむC御風）

Per forta vento
La disblovitaj mevoj,
Nun por momento, 

Je grupo kolektiĝas, 
kaj ree tuj disiĝas.

En la momento,
Je kiu fulm, ekbrilis,
Oh, alta monto! 

Solece ĝi altsidis, 
Mi la figuron vidis.

La fiŝboatoj,
Remiris en mezmaron
Unu post Ealiaj:

Jam malaperis el lim\ 
Sinsekve en malproksimi

En griza ĉie?
De V neĝo — unu loko 
Klaretas en hei'*

Per malforta lumo, 
Je sidloko de V suno!

SUR LA VOJO
(Deksepoj*)

de Ĉ. ŜirouSi

KOI
EN

N GRESO
HAKATA

Ĉe V pompa have n' 
Sub folioj ĉerizaj, 
Kongreso, bonven1!

AL
EN

ESP-ISTOJ 
OOMUTA

Suda metropor
Nigra kaj verda! Dankon 
Por via bonvo?.

Ĉe JAHATA
FERFAREJO

Fontejo de V fer\ 
La urbo spiras haste 
Ekestas someド.

PRETER
SEKIG AHARA**

Grize sen vento,
Tra hordeoj kuras trajn' 
Al V oriento.
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A P U D Floras en purpua
T 0 J O H A Ŝ I Sur verdaj, verdaj kampoj

Astragaloj nur.

RENKONTE AL Jen elnubiĝis
MONTO FUJI Via somer-neĝa sai； 

Mi trankviliĝis.

E N Monto Fujio
N U M AZU Elstaras blanka super

Verdaj folioj・

ĈE SURUGA Ho, monto Fuĵi\
MARBORDO Bela firma: simbolo

De nia naci'!

FINE EN En F urbo brua
T 〇 !K ! 〇 Sub mil itleĝo —verda 

La steF senskua.

* La aŭtoro volas enkonduki novan specon de poezio, kiu devenas de japana h ijka 
kaj konsistas el17 (5+7 + 5) silaboj. Tiun specon ni nomu esperanta hajko aŭ deksepo.. 
La aŭtoro montris ĉi-supre kelkajn provekzemplojn.

** malnova batalkampo・

Fabelo
de Masao Nisimura

Kiu bele rakontis al mi pri F fabeF ? 
tiu estis la luno en nokta Ĉiel'?
aŭ la prodon frapanta tra nokto zefiro ? 
ĉu la branĉo de V pino metata ĉe V lito; 
eĉ en tia frapasis centjarojn la spiro 
kaj nomata nmiljarau pro kies mer让〇?

”Sub la monto Asama vastiĝis herbeji 
^Moĉizuk^ nomata pro belo la plej, 
kvavaŭ estus driado en la oriento 
kaj sin paŝtis ĉevaloj kiele la steloj, 
trans rivero Ĉ ikuma en la okcidento 
vMomoharau nomata pro ties pruneloj.

En la deka mateno de mcnat' 
du tri kaj kvar kvin venis en la agregaV 
al sankteja sur la monto kiele por voto, 
mocizuki-ceva\oj de la oriento, 
eĉ en tago pluvanta alvenis fra koto, 

加〇カ"“ĉevaloj de la okcidento.

Kaj leviĝis al monto gracia la koF, 
la okuloj sagacaj kaj ĉarmaj pli ol 
en ĉi loko florantaj primoloj plenplena 
sur la kampon Ŝinano rigardis la vastan, 
kolhararo flirtadis en vento matena, 
are faris ĉevaloj ekblekon elastan.

Ĉiu el la ĉevaloj jen antaŭ la di' 
sur genuoj sidiĝis en granda seri； 
super sur montosupro lagopo aperis, 
en la beko branĉeton de pino miljara 
portis ĝi al ĉevaloj laŭ vic' kaj esperis 
al la dio miljaron pro ili la kara.

Kaj tiele benata miljare ĉeval 
kun la branĉo en buŝo revenis al staF,
jen saltante tra F vojo en verdaj larikoj 
moĉizuki-ce^io} al la oriento,
jen kan tante pri V dio ĝojantaj amikoj.
momo/iara-ĉevaloj al la okcidento」'
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RESPONDANTE AL LA DEMANDOJ 

PRI MANĈURIO

, Sud-Manĉuria Fervoja Kompanio.

Antaŭparolo

Manĉurio (滿洲)jam ne estas malgrava makuleto sur la landkaito de Ekstrema 
Oriento, ĉi jam venkgajnis " sian lokon en la suno" kaj la okulfokusoj de F mondo 
nun pli kaj pli koncentriĝas sur ĝin. Kaj Manĉoŭkŭo (滿洲國),la plej nova el la ŝtatoj 
•de la mondo, estas destinita ludi gravan rolon en la internaciaj rilatoj de Ekstrema 
Oriento, kaj ankaŭ en tiuj de la mondo ĝenerala.

Manĉurio en la estanteco kaj la estonteco, estas vere internacia ekzistaĵo kaj oni 
povas ĝin kompreni nur en ĝia rilato kun la ekstera mondo.

Manĉurio estas interesega lando. Ĝiaj provizoj naturaj estas abundaj kaj ĝian 
estontan kapablon ekrekonas eĉ skeptiku!〇. Carte la nuntempa disvolviĝo en Manĉurio 
estas nenio alia ol mirindaĵo. Fakte, konstruado estas la sinonimo de la hodiaŭa 
Manĉurio, ĉar nenie trovebla estas *tia fenomena konstrua aktiveco kiel en Manĉurio. 
Ĝi estas novleviĝanta lando de Oriento en la vara senco de la vortoj kaj ĉiam kreskanta 
nombro da ĉiufakaj vojaĝantoj, aŭ oficialaj aŭ neoficialaj nun vizitas la landon kaj studas 
ĝiajn kapablon kaj problemojn. Tamen kiom malmulte ankoraŭ konas pri Manĉurio 
ĝenerale Okci dentaj popoloj!

“ Respondante al la Demandoj pri Manĉurio" estas la produktaĵo de V sperto long
jara. Vere, miloj da demandoj estas daŭre farataj de centoj da okcidentaj vizitantoj al 
Manĉurio en ĉiu jaro. Kelkaj el la demandoj estas treege primitivaj kaj eĉ ridindaj, 
kaj malkaŝas la kompletan nescion flanke de la scivolaj vizitantoj ;Ja aliaj estas pene
tremaj kaj sendube sinceraj. La demandoj, al kiuj tiu ĉi priskribajo respondos sur tiu 
ĉi gazeto estas la elkolektaĵo de la plej lasta enketo, kaj estas intencita doni koncizan 
bildon de Manĉurio kiel ĝi star s hodiaŭ. Estas dezirate ke ĝi fariĝu necesa akompan
anto por la ĉiam pjimultiĝantaj alilandaj vizitantoj al la lando de blankaj pagodoj.

Riin.(1) La vortoj numeritaj, kiuj ne troviĝas en la 2-a eldono de Plena Vortaro 
estas klarigitaj en piednotaj-

(2) Ĉar en Esp tujo ĝisnun oni malofte tradukis pri V aferoj de Manĉurio, la orto
grafio de la lokaj kaj personaj nomoj ankoraŭ ne estas difinita. Kvankam en multaj 
vortaroj troviĝas tiuj, tamen pro la nescio pri ĉina lingvo de V kompilintoj la ortografio 
•estas malsama. Ne nur estas necesa afero, sed ankaŭ devo, ke ni, Esp-istoj loĝnataj 
en Manĉurio kaj okupiĝantaj en S.M.R. Kompanio, kiu estas jam delonge la unuagrada 
spertulo je ĉiu flanko en Manĉurio, ellaboru kiel eble plej baldaŭ fiksi Esp-tan ortografion 
plej fidindan・ Tial la tradukinto aldonis ĉinajn literojn post tiuj nomoj en parentezoj 
por ke japanaj kaj ĉinaj Esp-istoj ilin facile komprenu kaj konservu en sia memoro.
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POLITIKA GEOGRAFIO

1. KIE KUŜAS MANĈURIO?
Manĉurio C滿洲）kuŝas ĉe la vojkruciĝo de Ekstrema Oriento. Ĉi estas Ĉirkaŭita 

proksimume norde de Rusa Siberio, oriente de Marborda Provinco de Siberio, sudoriente 
de Koreujo, sude de Flava Maro kaj Golfo de Pohaj C渤海），kaj okcidente de Ĉinujo kun 

pli aŭ malpli elastaj administraj linioj de Orientaj Interna Mongolujo （東部內蒙古）kaj 
Ekstera-Mongolujo C束部外蒙古ゝ Ĝi estas kvazaŭ arkpinta lando kaj svisujo de Ekstrema 

Oriento.
Ĝin oni ofte priskribas per du nomoj, Nord kaj Sud-Manĉurio. Nenia apartiga linio 

topografia tamen troviĝas tie kaj ili signifas en la plej populara kaj vaste akceptata 
senco de la terminado, respektive la landon de la norda aŭ la suda parto de Ŝinking 
（新京la ĉefurbo de Manĉoŭkŭo C滿洲國ゝ Tre ofte, tiamaniere, jeho （ĵoholo） C熱河〉 

apartenas al Sud-Manĉurio.
2. KIOM GRANDA ESTAS MANĈURIO ?
La areo de Manĉurio estas 1,303,000 kvadratkilometroj aŭ 503, 283 kvadratmejloj. 

Tio estas pli ol la duono de P grandeco de Meksikio, la trioblo de tiu de japana ĉeflando 
（內地），kaj ankaŭ pli ol la kunigita grandeco de Germanujo kaj Francujo.

3・ KIA ESTAS TOPOGRAFIA TRAJTO DE MANĈURIO ?
La altebenajoj de Granda kaj Malgranda Ĥingan-Monta.roj （,大•小興安讖う ŝirmas 

Manĉurion norde kaj nordokcidente, Ĉangpajŝan-Montaro C長口山嶺）sudoriente, kaj 
Sungling-Montaro （松嶺）sudokcidente. Interŝirmate de tiuj tri potencaj montekranoj 
kuŝas vastaj entendaĵoj de ondformaj ebenaĵoj de Manĉurio. La norda sekcio de tiuj Ĉi 
ebenaĵoj estas irigaciataj de Riveroj Nonni （嫩江）kaj Sungari （松花江う，kaj la suda 
parto estas irigaciata de Ljaŭ C遼河），Jalu く鴨綠江）kaj la suda branĉo de Rivero 
Sungari. La supraj braketendoj de Ljaŭ kaj Lŭan C澳河）irigacias Jeho-n ĉe V sudokci
dento, dum Amur （黑龍jエ）en kiun Sungari enfluigas, preskaŭ komplete ĉirkaŭfluas 
Grandan kaj Malgrandan Hingan-Montarojn ĉe la nordo. La plej suda parto de Manĉurio 
mallarĝiĝas ĝis unu duoninsulo, konata kiel Ljaŭtung-Duoninsulo （遼必半成），kaj tranĉas 
la maron en Golfon de Pohaj kaj Flavan Maron. La montetoj ĉiuparte volvantaj laŭ la 
okcidentaj partoj malaperiĝas en liberan etendaĵon de la mongolia altebenaĵo dolĉe 
ondanta. La granda centra ebenaĵo estas kompare ebena kaj tre malalta, estante gene
rale malpli ol 300 metrojn super marnivelo kaj la plejparto estas malalta kiom 100 
metrojn. Plue la plimulto de ĉiujara pluvfalo generale venas kiel subitaj ekpluvegoj en 
somera sezono kaj inundado do estas tre ofta. Nature la serpentumado de F rivero} 
estas rimarkebla kaj la ŝanĝiĝo de iliaj vojoj estas multenombra depost la antikvaj 
tempoj. Lagoj kaj marĉaj landoj ofte memorigas la vojojn iam estintajn, kiel ankaŭ la 
oftecon de inundado, （daurigota）



23 (495)

TAKETORI-MONOGATARI
（竹取物 語）

(7) Aŭtoro nekonata
Eljapanigis Masami I(jaraŝi

IX. La flugvesto de la ĉielo.

Tiamaniere la Mikado kaj la fraŭlino interŝanĝis konsolajn vortojn unu kun la alia, 
kaj tiel pasis tri jaroj; en la frua printempo Kaguja-hime ŝajnis esti kaptita de ia 
neordinara malĝojo ĉiufoje, kiam ŝi rigardis la belan lumantan lunon. Iu konsilis ŝin 

diran te:—
"Evitinde estas rigardi la vizaĝon de la luno."
Sed ŝi ankoraŭ fiksis sian rigardon al la luno, ĝis larmoj abunde staris en la okuloj, 

kiam neniu estas apud ŝi. En la plenluna vespero de julio ŝi eliris eksteren kaj rigard
ante la lumon enpensiĝis; ŝiaj servistinoj sciigis al la maljunulo:

"Kaguja-hime efte rigardadis melankolie la lunon, sed lastatempe io neordinara 
kredeble regas ŝin, kiu kaŭzas en ŝi profundan malĝojon. Bonvole atente observu ŝin, 

ni petas.”
Tial li iris al Kaguja-hime kaj demandis:—
« Pro kio vi rigardas kun tia melankolio la lunon; ni ĝuas ĝojindan vivon, ĉu ne?" 

Ŝi respondis: 一
u Rigardado al la luno ĉe mi donas senton malĝoji pri la vanteco de ĉi tiu mondo, 

krome nenio alia kaŭzas mian malĝojon.r
Kaj la melankolio de Kaguja-kime pli kaj pli profundiĝis ĉiufoje, kiam li vizitis ŝin 

en la ĉambro, do li demandis: 一 . 「

“ Ho mia animo, kial vi lamentas tiel? Pro kio vi malĝojas ?"
“ Ne mi malĝojas, mi nur sentas la vantecon/7 estis ŝia respondo.
« Neniam rigardu la lunon, ĉar via malĝojo kredeble devenas de la rigardo al la luno." 

"Mi ne povas ne rigardi la lunon."
Kaj ŝi ankoraŭ ne ĉesis rigardi al la luno, kiam ajn ĝi aperas, kaj sin metis en 

malĝojon. Kompreneble, senlunaj krepuskoj ne kondukis ŝin al la melankolio, sed kiam 
ekvenas la luno, ŝin ekmalgojas kaj ploras. Tial la servistinoj inter si flustris:—

“Si ankoraŭ estas regata de malĝojo.0
Tamen, ne parolante jam pri la gepatroj, ĉiuj povis scii neniom la kialon.
En iu vespero proksima al la plenluna de aŭgusto la malĝojo de Kaguja-hime, kiu 

staris sub la luno, atingis sian zeniton kaj ŝi eksplodis en ploregon, kaj jam senkaŝe 
ploradas antaŭ aliaj. Vidante tion la gepatroj kaj aliaj konsterniĝis kaj demandegis ŝin: —

"Kio okazis ?"
Kaguja-hime respondis plorante :—
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"Jam de antaŭe mi volis klarigi ĉion al vi, sed mi ne kuraĝis ĝis nun, tial ke mi 
timis ĉagreni vin senmezure. Tamen nenio helpus nin plu kaj mi volas eldiri ĉion. 
Mi ne estas ĉimondano, sed mi naskiĝis en la metropolo de la Luno. Mia antaŭnaska 
destino min venigis en ĉi tiun mondon; — mi jam nun devas reveni al m:a hejmloko 
kaj oni venos de Ia lando por akompanigi min, en la plenluna vespero ĉi-monata. Tiam- 
aniere iros Ia afero, kio donas al mi grandan malĝojon ekde ĉi tiu printemp〇.,,

Kaj ŝi refoje profundiĝis en ploregon・
"Kion vi diras ? Kiam mi trovis vin el la bambuo, tiam vi estis tiel malgranda 

kiel kolza semo, kaj nun vi elkreskas tute simile al ini per staturo pro nia nutrado. Kiu 
povas forporti mian filinon, kiu estos pormesita tion fari ? ”

La maljunulo kriis kaj plorĝemis tre korŝire eldirante:—
"Mi preferas morti ol perdi vin!"
Kaguja-hime daŭrigis ciri:
"Mi havas la gepatrojn en la metropolo de la Luno, kaj mi malsuprenvenis ĉi tien 

de la lando por vivi dum iom da tempo. Sed jam pasis multaj jaroj kaj mi ne povas 
rememori la gepatrojn en tiu lando — mi tute alkutimiĝis al &tiea vivo pro longa 
restado. Al mi estas nenia prezuro, ssd nur malĝojo foriri. Nun mi, tamen, devas 
forvojaĝi malgraŭvole.^

Ŝia parolo kondukis ĉiujn ĉeestantojn al profunda lamentado. La servistinoj, kiuj 
jam kutimiĝis al servado ĉe ŝi, ankaŭ samsente malĝojis disiĝi de la fraŭlino, kiu estis 
ne nur belega, sed ankaŭ bonkora al ili, kaj ili bedaŭris ŝin tiel korŝire, ke ili ne prenis 

eĉ trinkaĵon-
Tiu Ĉi novajo atingis la Mikadon kaj ja imperiestra komisiito estis sendita al la 

domo de la bambuaĵisto; tiu ĉi lasta akceptis lin, plorante profunde. Tiom forta estis lia 
malĝojo, ke liaj haroj jam blankigis, lia talio kurbiĝis kaj liaj okuloj brulumiĝis, kaj 
kvankam li estis ankoraŭ kvindek-jara, lia malĝojo tute turnis lin en kadukulon en 
momento. La mikada sendito eldiris la demandon komisiitan de Lia Majesto : 一

iC Ĉu estas vero, ke forta malĝojo frakasas vian koron?"
La bambuaĵisto respondis plorante:—
“En la plenluna vespero amaso da homoj el la metropolo de la Luno venos mal

supren por forrabi mian filinon Kaguja-hime. Mi tutkore dankas Lian Majeston, kiu 
afable bonvolis demandi min pri la fakto. Mi humile petas ke la gvardio de Lia 
Majesto estos al ni send让a por kapti la lunlandanojn.

La sendito returneniris al la Kortego kaj raportis al la Mikado pri la maljunulo.
Kaj la Mikado diris:—
"Ni vidis ŝin nur momente, sed Ni neniam forgesas la fraŭlinon Ksguja-hime; kiel 

malĝojaj kaj korŝiraj devas esti tiuj, kiuj vidadis ŝin ĉe sia flanko matene kaj vespere, 
se ŝi malaperas for de iliaj okuloj.

Jen venis la dekkvina tago de la plenluno. La ordonoj estis donitaj al la oficejoj 
kaj Generalo Takano-n〇•〇okuni estis komisi让a komandi dumil soldatojn entute el la Ses 
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Regimentoj de la Gvardio por defendi la loĝejon de la bambuaĵisto. Kiam la soldatoj 
atingis Ia domon, unu milo postenis sur la ĉirkaŭbarilo kaj la alia milo sur la tagmento, 
dum la viroj tre multaj en la domo ankaŭ enviciĝis por defendi tiel firme, ke neniu 
parto restis negardita. Tiuj ĉi defendantoj kunportis kun si pafarkon kaj sagojn, kaj eĉ 
en la loĝejo la virinoj staris por ŝin gardi kaj protekti- La maljunulino sin enfermis 
ĉirkaŭprenante sian filinon Kaguja-hime en la ŝimir让an ĉambreton, ĉe kies pordo ŝlosita 
ankaŭ staris la maljunulo, dirante : 一

"Ni gardas tiel firme, do la ĉielanoj ne povos venki nin.”
Kaj li kriis al la soldatoj sur la tegmento: 一 .

“ Pafmortigu iun ajn, kiu traflugos en la ĉielo!"
“ Ni gardas tiel atente kaj firme, ke eĉ vesperto ne forsavos sin de nia pafado kaj 

ĝia kadavro estos elmontr让a ekstere.”
Aŭdinte tion, la maljunulo sentis sin trankvila, sed Kaguja-hime diris:—
"Eĉ se vi enfermas min protekte kaj preparas batali por mi, vi neniam povas venki 

la homojn de tiu lando, nek via pafado vundos ilin. Neniom helpos la ŝlosado, nek 
ŝmirado por defendi, ĉar ĉiuj pordoj malfermiĝos facile ĉe ilia alproksimiĝo, kaj eĉ se vi 
havas bravecon kontraŭbatali ilin, tio fariĝos tute vana, kiam alvenos la landanoj?1

La maljunulo respondis kolereme : 一
“ Se la Junlandanoj venos, mi gratos per la longaj ungoj al ili la okulojn kaj blindigos 

ilin. Mi kaptos ilin je iliaj haroj kaj deŝiros; mi ŝiros iliajn postvangojn en pecojn; 
kaj mi ŝovos ilin por hontigi antaŭ multaj militistoj.” •

Tamen, Kaguja-hime diris:—
“Ne parolu tiel laŭte! Ne lasu la soldatojn sur la tegmento aŭdi vin tre maldece. 

Mi nur bedaŭras disiĝi de vi, ne guante longe kaj plene vian amon kaj kareson. Al mi 
estas granda malĝojo forlasi vin post ne longe nur pro la sorto. Ĉar mi sentas min ne 

trankvila foriri neniom servante rekompence al la gepatroj nutrintaj, mi preĝis kaj petis 
ankoraŭ unu jaron loĝi kun vi, kiam ajn aperis la luno; sed la sorto ne favoris min 
kaj tial mi malĝojas kaj plorĝemas kiel vi vidas. Senmezure malĝoja estas por mi foriri 
postlasante vin, kiuj estos tute korŝiraj pro la suferego. La metropolanoj de la Luno 
estas tre puraj; ili ne kadukiĝas, nek havas suferojn — mi iros al tia paradizo, sed mi 
ne preferas foriri, ĉar mi timas ke vi kadukiĝos sen infano kiu prizorgos vin."

Tiel dirinte ŝi reenprofundiĝis en ploro. Sed la maljunulo detenante sin diris:—
« Ne parolu tiel korŝirajn vortojn, filino! Estos malbone, ke la belaj senditoj de la 

lando aŭdos tion." •
Dume, la nokto pli malfruiĝis kaj je la horo de Rato (t.e. la noktomezo、, la ĉirkaŭaĵo 

de la domo ekheliĝis kvazaŭ en tago・ しa lumo superis dekoble de tiu de la plenluno 
kaj estis tiel hele, ke eĉ la harporoj estis klare distingeblaj. Tiam grupo da homcj 
rajdantaj sur nubo malsuprenvenis de la ĉiele kaj ili haltis en la aero ĉirkaŭ kvin futojn 
alta. Vidinte tian scenon, ĉiuj, kiuj troviĝis en kaj ekster la domo, perdis kuraĝon 
kontraŭbatali, kiel se ilin kaptis ia supernatura teruro. El ili kelkaj apenaŭ reprenis
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kuraĝon kaj provis pafi per arko, sed la forto forigis de iliaj brakoj kaj ili kaŭriĝis 
kvazaŭ frapitaj de paralizo; saĝaj volis pafi sagojn kun preĝ vortoj n en la buŝo, sed ili 
ĉiuj preterpasis la celitan — tiel eĉ bravuloj neniom povis kontraŭbatali, kaj ili tumultis 
nur timeme en la vana gardado.

En nekompareble belega kostumo staris la anĝeloj, kune kun ili troviĝis flugĉaro 
ŝirmata per lana baldakeno, sub kiu sidis iu ĉefo. Tiu ĉi ekparolis:—

u Venu al mi el la domo, Mijacukomar〇.,'

Tiuj ĉi vortoj katenis la maljunulon Mijacukomaro, kiu devis vole-nevole eliri kaj 
kaŭriĝi antaŭ la ĉefo, kiel ebriulo, malgraŭ sia kuraĝa decido.

Tiam la ĉefanĉelo diris:—
a Vi, simplulo! Tial ke vi faris malgrandan bonan agon en via vivo, la fraŭlino 

estis send让a de la &elo por helpigi vin dum iom da tempo. Sed pasis sufiĉe multe da 
jaroj ŝi loĝis kun vi kaj amaso post amaso da oro estis favordonita al vi, kaj nun vi 
estas kvazaŭ novriĉulo. Por elpagi sian kulpon, kiun ŝi faris, Kaguja-hime devis loĝi en 
via mizera domo kelktempe, sed la kulpo nun estas elpagita kaj tial ni venas por forporti 
sin ĉielen. Via plorado aŭ lamentado estas tute en vano. Nu, rapidu redoni ŝin al ni.”

La maljunulo respondis: 一 。

"Mi nutradis ŝin ĝis nun pli ol dudek jarojn, kvankam vi diras strange, ke tio estas 
nur dum kelka tempo. Eble vi erare prenas nian por alia Kaguja・hime." •

Kaj li daŭrigis:—
“ Nia Kaguja-hime kuŝas en la lito de grava malsano, kaj ŝi ne povas eliri eksteren."
Neniu respondo estis, sed la flugĉaro estis alproksimigita super la tegmenton, kaj iu 

alvokis: 一
a Venu al ni, Kaguja-hime! Kial vi restas longe en tia malpura loko ?n
Ĉe la alvoko, la fikse §los让a pordo nur malfermiĝis tute facile, kaj ankaŭ la interna 

latispordo ankaŭ malfermiĝis per si mem. Kaj Kaguja-hime, kiu estis en la brakoj de 
la maljunulino, eliris eksteren. Jam la afero iris super homa forto 一la tuta familianaro 
nur dronis en plorego rigardante tian scenon. Kaguja-hime alproksimiĝis al la bam- 
buajisto, kiu sidis plore tre korŝirata, dirante : 一

"Mi devas foriri malgraŭvole, mi petas, ke vi adiaŭdiru al rni."

Sed la maljunulo respondis: 一
"Kiel mi malĝojega povus diri adiaŭ al vi foriranta ? Kial vi ĉieliras lasante min 

surtere? Kial vi ne volas akompani min?"
Kaj li reĵetis sin en plorĝemon, kiu tuŝis forte ŝian koron. Ŝi diris : 一
a Mi restigos leteron ĉe vi;legu ĝin, kiam vi rememoros min post mia foriro."
Kaj ŝi skribis jene kun larmoj:—
"Se mi naskiĝus en tiu ĉi lando, mi neniom lasus vin en tia sufero, kaj mi ja povus 

servi ĉe vi kontentige・ Mi bedaŭras per mia tuta koro, ke mi devas forveturi for de 
vi, sen sufiĉa servado. Miajn vestaĵojn mi restigos al vi kiel memoraĵojn, kaj kiam la 
luno leviĝos en nokto, vi volu rememori min. Mi sentas min kvazaŭ mi falus de la
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&elo, kien ni nun supreniras for de vi."
La anĝeloj portis kun si kofron, en kiu kuŝis la flugvesto de la ĉielo, kaj ankaŭ 

troviĝis la eliksiro de vivo. Anĝelo diris: 一
"Prenu la eliksiron en la vazo por repurigi vian animon, kiu malpuriĝis pro mal

bonaj manĝoj ĉi-mondajJ,
La fraŭlino gustumis ĝin iom kaj kelkan kvanton ŝi volis enpaki en sian demetitan 

kostumon, kiel la memoraĵon; sed iu anĝelo malhelpis tion kaj sin pretigis surmeti la 
veston sur ŝin. Tiam Kaguja-hime diris:—

"Volu Atendi momenton! Surmeto de la vesto kaŭzas la ŝanĝon de koro, kaj mi 
ankoraŭ havas ion paroli."

Kaj ŝi daŭrigis skribi leteron. La anĝeloj malpacience murmuris pri la malfruiĝo, 
sed ŝi riproĉis ilin, dirante:—

a Ne parolu tiel senprudente/^
Kaj ŝi daŭrigis skribi tre kviete kaj trankvile adresante al la Kortego, jene:—
«Via Moŝto afablis sendi tiel multajn personojn por protekti min, sed nenio nun 

povas malhelpi mian foriron. Mi nun estas forportata. Je mia granda bedaŭro mi ne 
povas min okupi en la palaca servado. Kredeble la riproĉoj de la Majesto estus grandaj 
pro mia rifuzo al la propono, tamen Li afable komprenu, ke mi ja staras sur tia mizera 
destino, kaj la grandanima pardono estu donata al tiu ci malobeemulino, kiu neniam 

povas forgesi el la tuta koro la favoron de la Mikado»
Kaj Ia utao estis aldonita :—

Nun, ĉe V surmeto
De la flugvesto bela,
Ho, mia koro!
Mi loĝos ĉe 1'Mikado
Por ĉiam en memoro!

Kune kun la letero ŝi donis vazon da eliksiro al Too-no-Ĉiuĵoo pere de unu el la 

anĝeloj. Tuj kiam la generalo ricevis ilin, la flugvesto de la ĉielo estis surmetita, kio 
tute forigis de ŝi la sopiron al la maljunulo : Tiu ĉi persono en la vesto, sen sufero aŭ 
ĉagreno, ĉieleniris en la ĉaro akompanate de cento da anĝeloj.

Post ŝia forveturo, la gemaljunuloj sin dronigis en vana lamentado lasante larmojn 
stari per riveroj en la okuloj. Oni klarigis al ili legante la skribitan leteron, sed ili 
diris:—

“ Kun neniu espero ni ŝparus nian vivon ? Por kiu ni laboru bone kaj utile ?"
Kaj ili ne prenis la medikamenton kaj fine, perdinte forton stari, ili kuŝis, en mol・ 

sana 1让 〇.

Dume, la generalo (Ĉi u joo) reiris al la Palaco kune kun sia armeo kaj raportis detale 
al la Mikada pri a malsukceso konにerne la protekton de Kaguja-hime, kaj li prezentis 
la vazon de la eliksiro kun la letero. Lia Moŝto, leginte la leteron > estis the kortuŝita 
kaj manĝo ne estis prenita, nek estis distraĵo. Pli poste, la ministroj kaj konsilantoj
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alvokigis pro la demando :—
“ Kiu el la montoj estas la plej proksima al la &elo ?"
Iu respondis : 一
"En la lando Suruga, ne malproksime de la ĉefurbo, staras monto kiu estas la plej 

proksima al la ĉielo.，
Aŭdinte tion, la Mikado skribis utaon:—

Ho, ŝi amata,
Jam iris for de r vido;
Kia korŝiro!
Utilus min nur larmi 
La viva eliksiro!

La Mikado transdonis la skribaĵon kun la eliksirujo al la sendito nomata Cuki-no- 
Iŭakasa, kiu estis komisiita transporti ilin sur la pinton de la monto en la lando Suruga. 
Plie la ordono estis aldonata:la sendie)devis forbruligi la leteron kune kun la eliksiro. 
Laŭ la ordono li supreniris al la monto akompanate de multaj soldatoj・ Tial, de tiam la 
monto nomiĝas Fuji (kiu ankaŭ " senmorta" konvene al la eliksiro de vivo). Kaj oni 
diras, ke la fumo ankoraŭ leviĝas konstante de la montpinto en la nubojn de la &elo・

——FINO——

Komentario al Taketori-monogatari
Masami Ioaraŝi

En la deka jarcento japana literaturo unuafoje ĝuis pompan floradon de rimarkindaj 
verkoj, precipe tiun de serio da ° monogatari " — rakontoj aŭ romanoj. El ili Taketori- 
monogatari (laŭlitere : Rakonto pri Bambuaĵisto) estas la unua tipo kaj ekzemplo Ĉe la 
tagiĝo de romantisma literaturo en nia lando. Kaj en nuna tempo la romano ankoraŭ 
konservas unikan kaj senegalan postenon en pureco, simpleco, patoso kaj konciza, bone 
arangita stilo. Certe ĝi estas interesa romano kaj samtempe arta fabelo. Plie, ni ja 
povas diri, ke ĝi estas naiva kaj nekompleta, sed impresplena, aminda lulilo de nia 
novelhistorio japana.

Pri la aŭtoro de tiu ĉi romano estas diverse diskutate, sed ankoraŭ estas tute ne 
klarigite; eĉ la dato de ĝia publikigo ankaŭ estas neklara. Tamen la romano jam travivis 
kaj travivas kun nia popolo pli ol mil jarojnt des pli brila fariĝas ĝia belliteratura valoro-

Kiam ni esploras la enhavon de la romano, tie ni povas trovi multajn elementojn 
elcit让ajn el legendoj kaj mitoj de la antikvaj Hindujo kaj Ĉinujo. En tiu ĉi senco origin
aleco mankas al la nekonata aŭtoro, sed tio neniom difektas lian mer让on en kompilado 
kaj aranĝado de la materialoj, el kiuj li formis la vere admirindan verkon nepereindan. 
Pli precize esplorinte, ni komprenas, ke la ele让itaj elementoj troviĝas fragmente en 
Budaismaj sanktoskriboj (t.e. sutroj) kaj en ĉinaj klasikaĵoj. Nome, mi mencios kelkajn el 
la ĉefaj tradiciaj elementoj, kiuj fariĝis la meterialoj de la bambuajisto-rakonto, kiel jene:

I) Koncerne la naskiĝon de infano el bambuo ni povas trovi similan tipon en Buda* 
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isma sankta skribo nomata Vipula-mahamani-vimana-supratiŝtita-guhja-sutro1 2̂ jene : 一
«Tri ermitoj, p. st longdaŭra meditado, akiris noblegan korstaton, plenvekiĝecon, 

kaj tiel granda estis ilia ĝojo, ke iliaj koroj rompi ĝis kaj ili mortis. Iliaj animoj prenis 
la formon de bambuoj kun radikoj el sepspecaj gemoj kaj kun folioj el oro 一 plie, ĉe 
ĉiu branĉfino brilis perloj. Post dek monatoj de la ekkresko, &u el la tri bambuoj mal
fermis sian internon per si mem kaj aperigis belan knabon・ しa tri knaboj sidis sur la 
tero sub la bambuoj kaj post septaga meditado ankaŭ ili akiris vekiĝecon, tiam iliaj 
korpoj prenis sur sin orkoloran brilon kaj elmontriĝis noblaj signoj de sankteco, dum la 
bambuoj aliformiĝis en vastajn, grandiozajn templojn.》(Resumo de la unua ĉapitro.)

Krom tiu ĉi supre menciita fonto ni ankaŭ povas trovi similan tipon pri la naskiĝo 
de infano el planto en alia sutro ĉe Budaismo; nome Amrapali-ĵivaka-avadana-sutro-> 
temas pri la naskiĝo de la virino el 2Vŭi-arbo (speco de pruno).

Tia legendo pri la naskiĝo de infano el planto estas unu el la tipoj de tiel nomataj 
Sun-mitoj vaste distribuitaj en la mondo.

U) La rakontoj koncerne la konkuradon de fkvin edziĝpetantoj havas analogion 
kun tiu de sep ŝtatestroj en la &-supre menciita Budaisma skribo. Kvankam ĉe la lasta 
unu el la ŝtatestroj sukcesas peti la manon de la fraŭlino de A^z-arbo, ĉe la bambuaĵisto- 
romano anstataŭe troviĝas Ia motivo de la malfacilaj postuloj, kio pli firmigas ĝian 
fabelkondiĉo n.

III) La ĉieliro de Kaguja-hime kredeble estas unu el la tipoj de Birdo-virgulino- 
mito. Ni jam povas trovi tre facile tiajn analogiojn en la tuta mondo. Kaj ni ankaŭ 
povas konjekti, ke tiu ĉi legendo estas eleltita Ĉefe el Ĉandrottara-darika-vjakarana- 

sutro3), kiu temas pri la naskigo, kreskado kaj ĉieliro de la belega knabino nomata 
Ĉandrottara, kaj estas iom ŝanĝita la originala nuanco.

Por aliaj fontoj mi nun ne mencios detale.
Resume, kvankam ni povas elĉerpi multajn analogiojn kiel la fontojn de la romano 

fragmente el antikvaj tradicioj aŭ alilandoj legendoj, la intereseco kaj valoro de Taketori- 
monogatari kiel verko devas esti ne en nura komparado de la materialoj kiel simpla 
legendo, sed en tio: kiom el tiuj ĉi materialoj fariĝas propraj de la aŭtoro mem, repro** 
duktiĝas en lia propra esprimo kaj kiamaniere ili estas disvolvitaj antaŭ ni unuiĝinte 
kun la tiama vivo mem.

Vere Taketori-monogatari estas skribita trezoro ne nur por la amantoj de klasika 
literaturo en Oriento, sed ankaŭ por la esplorantoj de mitologio aŭ fabelscienc〇・

Tre povus esti, ke ankoraŭ restus multe da temoj pri la romano nemenc:让aj, sed 
mi finos ĉi-okaze mian mallongan komentarion, esperante ke tiu ĉi servu eĉ iom al tiuj» 
kiuj volas esplori la romanon pli precize kaj ĝisfunde.

1) Sutro pri la sekreta Daranio bone lokita en la vasta palaco el juvelo.(廣樓閣畫住

陀羅尼經) A
2) Sutro pri la Avadano de la virino de la Mz/-arbo kaj ŝia filo uiva (佛說栓女祇域

因掾經). △

3) Sutro pri la knabino Ĉandrottara (佛說月上女經).
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第廿ハ回萬國エスベラント大會

換都ウィーンで1100名の參加をえて8月8日から15Hまで 

來年の第廿九囘大會はエス語誕生の地ワルシャワで 

エス詰發表五十周年を加ねて賑加に

才一ストリー大統領の庇護の下に聯邦酋相 

Schuschnigg氏を名譽總裁にいただきウィー 

ンに ひらかれた 今年の禹 國 大會は 御承知の ド 

イッから參加が十分でながつたらうに千百名 

位の參加をえたとの爭だから相當成功といっ 

てよいと思ふ。

8丿J 8日（土）

8時發會式一Neue Burgの大廣問で換 

阈國歌を以て開かれ副首相 Baar-Baarenfels 
氏が開會の辭をのべ人會々頭SteinerがMi- 
klas大統領及びSchuscĥnigg首相の名に於て 

挨拶をのべ最後に商業交通相Stockinger氏 

のエスに對する功績をのべた。

波闌のBujwid敎授がザメンホフ博士の令 

孫とBulonjo大會の時の綠星旗をもって登 

壇。劇的の場面展開。會頭Bastien將 

軍の挨拶。各國政府代表及エス團體の代表者 

の挨拶。

Interkonatiĝa vespero-----bufedo もありIjj}
快に談笑しながら舊知や新知と交歡。

8月9仃（日）

早朝Diservojプロテスタント,新舊カト 
リックユダヤ敎が夫々別に。エス語での御暁 

敎もあった。午後 Ekskurso al Schonbrunn, 
aŭtobusoで。晚エス語で演ぜられたBlanka 
Ĉevalefを見る。

8 n 10 0 CJJ）
午後 Ekskurso al Kahlenberg k. Grinzing* 

Kahlenberg 山ではウィーン全市を俯瞰し眺 

望をほしいままにした〇 Grinzingではĉarma 
r seto racia ĝardeno でウィーンの晋樂をきき 

民謠をききタ念をとった。

8月11日（火）

朝UEAの協議會一12時市!g舍で參加者 

全部公式の招待をうけた。

午後各種分科會。

晩 Ekskurso. Prater へ行・ったものとDa
nubo 河へ行ったものと河上の舟航は夏のタ 

に5、さはしかった。

8 JJ 12 〇 （水）

朝分科會。

夏季大學
010 Bujwid博士祠會の下に開黑。

8 JJ10日と12日朝。

和蘭のIsbriicker氏は和蘭と屮歐の文化上

における關係をギリシャ政府代表Pawlos 
GianeUa氏は民衆の糸密濟上に於ける租税の影 

響を。

Scherer 氏は Per unu lingvo tra la mondo 
の題Fに。
チェックスロパキャの 116化rt氏は Ex 

Oriente Luxの題下に〇

12日には我が池川淸氏が日本の社會制度 

について話す。

ついで Kalocsav氏がエス文學の題ドに主 

としてneologismo問題につき話す〇

ついで Karnarvt敎授がチェックの哲學に 

ついて。

Spielmann博士は郵便聯合におけるエス語 

について

8 ĴT 13 Ĥ〈木）

終日Ekskurso.天候不良。

8月14日（金:）

第2協議會。

午後分科會。

映20時半よりkostumbaloがあって旣報 

の如く我がfi田ゆリ子孃が一等當選 regino 
にえらばれた。
8月15日（土】

閉會式。
—POSTKONGRESO 一

8月15日——18 B ブタペストに於て 

postkongresoがもたれた〇

8月16日C日）

BnghyとK. Kalocsayのエスペランチス 

卜25年紀念の會がもたれた。

8 月17 n en） •
自動車による周遊

□本書紀第二卷出ました

エス語用タイプライター出來ました
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內外エス運動展望

リヒテンシュタイン新版案內記

La 心 〇 ・、e • •ドノ〇
エスペラント文 

入りの官製ハガキ・ 

を出したりたびた 

びエス文案內記を 

出してゐるリヒテ 

ンシュタイン公阈 

では最近新版のゝ 

美麗なエスペラン 

卜文の案內記を出 

した。アートペー 
パーにセ ピア色で 

多數の寫说を入れ 

た.美しい折本で 

ある。希望者は、 

V erband der
Liechtensteinscĥen Verkehrsvereine, Vadiiz, 
Liĥitensteino.あてに巾込めば、送って下さ 

る答です。

„ Ljubljana"案內記

リヴリャーナ市の觀光局では最近エスペラ 

ント文で寫賣入ŭ折本の美しい案內記を出し 

た。希望者は Tujskoprometni svet mesta 
Ljubljane, Ljubljane, Auerspergova palaca. 
Jugoslavio.

マルセーユ定期市ポスタ—

マルセーユの定期市では、エスペラント入 

りの三色版の美しいポスタ-と封緘紙を作っ 

て配布した。

エス原作小說の梗槪

「文藝」誌て紹介さる

"VVeinliengst 原作の Turstrato 4 が改造社 

發行の「文藝」のU月特輯號で吉澤正男氏 

によって海外ロマン紹介梱で紹介された。こ 

の紹介の初めにエス文學について筆者が好危 

的にかいてゐる。エス語について無理解の讀 

者の蒙をひらく上に大きな役割を演ずるもの 

と思ふ〇

藥品名彙改訂版出づ

昭和5年ヘルメーサ・ ロンデートの［司人5 
名によって編纂され南江堂から發冇された

「工几•羅・日・獨•英•佛藥品名彙」(Seslingva 
Vortareto de Medikamentoj)は第四改正日 

本藥局方による藥品名の六ヶ語譯を示したも 

のであるが先年藥局方が第五改正になったの 

で之によって同書の改訂の事業が新に始めら 

れ東人藥學科生道津與吉郞氏が主としてその 

任にあたられ今夏完成第五改正による新藥品 

名を收載した補遺30頁餘を加へその上口本 

名による全藥品名の索引2?頁を新に加へた 

ので前より一層便利になった。藥學及化學關 

係の同志は一本を備へられることを才6すすめ 

する。かくて總、計60頁の增頁となったので 

定價は2〇:送料6錢うに値上された。學會で 

取次

エスペラント用タイブライター入荷

« Hermes »タイプライターの製作會社と 

して、創業以來百二十年の歷史を持つE. 
Paillard會社で、エスベラント川のタイプラ 

イクーを十臺試作したが、十爲とも.最近リ 

ーベルマン商會Ĥ本支社の手によって日本へ 

輸入された。

Paillard會社では、日本における、この十 

臺の賣行・きの成績がよければ、引つづきエス 

ペラント用Qものを製造し、說明書はエスペ 

ラント文で作り、世界各國の代理店へ送ると 

言ってゐる。學會■で取次ぐことになってゐる 

から、廣吿面參照の上・御照會あれ。

Serio de Budaisma Kulturo 刊行

石川縣の熱心な同志であり佛敎硏究家竹內 

旌吉氏は佛典のエス譯につき多年努力されて 

來たが今春來活字及印刷機を購入され口ら植 

字及印刷にあたられ今後佛與のエス譯を續々 

刊行の企をたてられこれをSerio de Budais
ma Kulturo (佛敎文化谡書)と名付けその第 

一册を先般發行さ,れた。

第一册は轉法輪'經三歸依文等のエス課で四 

六判24頁のもので價はrespondkupono 一枚 

との事である。右册子希望の方は石川縣山代 

町竹內恋吉氏宛申达のこと。

「學校とエス語」に關する調查につき

制

詳細本誌前號32頁を御理下さい。

日本エスペラント學窪編輯部
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全國各地報道
一 ― — - ■---------- ・■ ■ ■ , ■ 一 ■ ■■・ ・

投縞注ま:

1.日本文にて•なるべくハガキで•迅速に•簡草に。

Z 締切大胆向月18日（18 H以後到着のものものせら 

ことあり）。

3. 地方會誌を以て報道に代ふるをえず。

4. 豹眞は裏に必ず何の寫區かといふ說明記人の專。 

窓具は返送せず盘料として谋存す。

击古 ★磯部幸子孃歡迎會CTEK.婦人聯 
ノ1出 盟共催）——ion IOM土）午後6時丸

ノ内蠶絲窃館內山紫グリルに於て開催.出席 

者50名。司會者久保貝次郞氏。栗山五百枝孃 

の開會の辭にっで學會を代表して三宅史平氏 

挨拶を述べる。磯部孃起って流暢なエス語で 

デトロ.イトの大會參加や各地のエス會訪問を 

面白 く報吿する。我々に馴染のシェラー氏と 

の會話放送をして多大の反響を得られた…… 

と約30分に亘って報吿があった。二三の質問 

に答へられて、アレキサンダー孃、葉君健氏、 

藤澤親雄氏、大石和三郞氏の簡單な挨拶があ 

って萬澤まき子孃の閉會・の辭で9時散會す。 

★學會水曜例會一去る9月中句武漢大學文 

學部を卒業せられた葉君健氏が勉學の怯め上 

京せられ例會に出られて色々興味ある話を聽 

いた〇

★10月8日橫濱出航の秩父丸で、大牟口工 

ス會副會長鹽山寬市氏が渡米された。本誌10 
月號に記載のとほり、鹽山氏は.三池製煉所 

の技師長として機械買入れのためアメリカへ 

出張の序に、約3ケ月に亘り、各地の同志を 

訪問エス語を通じてII米親善を計られる豫定 

である。12ま半東京驛出發に際しては.鹽山 

氏とは昨年の九州巡遊の際面識のある久保氏 

が.II米舉生會議代表として渡米した際の知 

人へQ紹介狀を持って騙付けられた他に、鐵 

道エス命の高橋菊藏氏、反澤まきず孃事その 

他數氏が見送リに出たが、行違ひのため遂に 

逢ふことが出來なかった。三宅ゝ磯崎巖兩氏ゝ 

磯部幸子孃等は橫濱まで行き、船内でやっと 

同氏をkaptiし、三宅氏は、學會から北米工 

ス會へのmesaĝo,久保氏から托された紹介妹 

等を渡し・先肿末歸朝されたばかりの磯部孃 

は.同嬢の訪問先各都市の同志あての紹介狀 

を渡した。船內で約2時間近く'紀念撮影を 

したり、磯部孃からアメリカの同志の殴を聞 

いたり愉快な時間を過した後、正3時、鹽山 

氏は網室からの小旗を何時までも振りなが

ら日本を離れられた。・ .

★留日中華世界語學會創立一周年祝賀會一- 

昨年秋。東京留學中の中國學生エスペランチ 

ストによって結成された留「1中華世留誌學會 

では、今秋が創立一周年にあたるので、10月 

20 U午後6時から、新宿白十字で祝賀會を開 

.いた。參付者男女20名。招待を受けた日本 

人中には旅行や、亭故のため缺席者が多くゝ 

中垣虎兒郞、三宅史平の兩氏が出席、挨拶を 

した。

★東洋文史硏究所企3E部一機關誌第2號を 

發厅しいよいよ積極的に活動を開始した尙硏 

究所は今囘北里硏究所山灿玄作氏の北海道方 

面へ商用を帶びて旅行されるを契機として笛 

研究所囑託特使として各地同志を歴訪懇談の 

爲10月18日タ上野驛出發。★當研究所幹京 

石黑彩卷氏10月24 H之亦特使として地元 

同志と亟耍懇談を遂げられる爲富山へ歸省。

★淺草エス會ーー10月4日（日）眠い耳をこ 

すって續々辨當を車そうに持って集る。關戶 

の明治天皇聖跡記念餡を訪れた。各自K5發を 

出しながら約4時間山道をうろつく。

淺草エス會ハイキング

右より笠松、石黑、原田、上叩、新津、渡部、 

大橋・笠松、中村の諸氏諸孃（松本氏撮影） 

★郁文館商業學校——エス辯習會開傕10月 

21日から12月末まで每週水土、會員55人、 

用書は短講藩帥奧野一夫氏。

★多摩川クンシ-ド創立一田園調布のEsp> 
istoの親睦並びに向上を計るもの。事務所は 

〇K京橫濱铠車ゝロ黑蒲山竜車）田園調布驛東 

口前中苑書店內。每週月水二囘會合、自18.5時 

至20.5時、中西方二階にて。出席者、屮西夫 

妻、俵、山•川、齋藤。齋藤氏がkomencanto 
なので、目下同君に初等科講義中。時機を待 

って初悸講習を募集すべく計畫中。

★東京藥學エスペランチスト懇談倉ーー1〇月 

15日6時半本鄕森永賣店に開く。日本ガイド 
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社の大田慶太郞、磯崎巖兩氏來會せられ・同 

誌に科學方面のEsp.欄を敲けられるに就き 

藥學Esp-istoの援助を求めらる。@事後、オ 

リンビック對策、Farmacia Krestomatio,藥 

學Esp.運動の振興に關する諸氏の話あり、次 

囘幹事として福田啓三、田畑當作氏が決定。 

10時散角。當夜の幹事は上山、伊藪兩氏。出 

席者14名。

檔常 ★横濱エス協會のアドレーソ變更 
愼な1 ——今般下記の如く變更しました。 

「橫濱市神奈川區上反町23保坂成之方」。

新川正一氏歸朝さる——今夏イギリスで開 

かれた世界新敎育會議に日本代表の一人さし 

て、出席された高津高女校長新川氐ま10月16 
日入港の靖國丸で同行の浦島小學校長平戶氏 

と共に無事歸朝された。兩氏は歐洲各地の巡 

遊に際して、見學其他にエスペラントの實用 

性を發揮され、平戶氏執筆の放行記が苗地新 

聞に連載されたが、エスペラント宣傅に効果 

がちった〇

初等講習は好成績——旣報JEAとYMC 
Aとの共同主他の講習會は9月22「1から開 

講されたが參加者は38名に達した。目下旣に 

前半を終了したが出席者は每囘30名位ある。 

★Verda Jupitero （JEA木曜例食）--- 會場は

メッセンヂヤーボーイ事務所。會員多忙の爲 

最近の出席者は每囘io名內外であるが高商 

の渡邊、橫專の亘理兩先生も出席されヽ硏究、 

會話等相變らずviglaにやってゐる。 

★Amikino-----會場は上に同じ。每木午後5時
から開いてゐる。今囘の初講に7名のfraŭ
linoj が參加してゐるので、其の方而へ働きか 

けてゐる。

★YMCA£rup ——YMCA で初講開催は例會 

を月・金2囘に變更して、硏究.歌の練習等 

を行ってゐる。今囘の展覽會、講習會の成功 

は.其の不斷の努力と共にエスペラント部の 

存在を一層玉要なものとした。

仙處 ★學會仙赛支部一〇10月9日19時 
仙仝から福壽祠で公用で來仙された靑木 

武造氏のささやかな歡迎會を開く、集まるも 

の、菊澤季生、石田六朗、雁部敏雄、小枝進. 

菅原慶一、成田米四。話はつきず22時過ぎま 

でバビる。金礙自•話會を持つことに定まる。 

★10月16 H19時半から明治製菓二階で。

京都の中原修司氏御出席。通知が不徹底だっ 

たので集ったのは、石田、成田、雁部・管原 

だけだった。Nia Voco再發行の話が出る〇

盛岡
★盛岡エス倉 9月23 IK水）第

143囘例會。出席3名。新參の岩木

氏は1ヶ月半程前から熱心に獨學の方。畏林 

省小麥試驗場御勤務、一緖に Fundamenta 
legolibroを輪救。〇9月30 [J＞第144囘例

會、出席4名。〇1〇月7日、第145囘例會・ 

富山エス會の原稿募集に應ずべく計畫。◊]（） 

月8日（木;）臨時集會。富山エス會の爲にもの 

した原稿「異國便り」が偶然な步情から突然 

本日岩手日報の夕刊に揭載され、暫く續け度 

いからと原稿の催促を受けるに至ったので善 

後策協議。月U ロC日う臨時集會。突然 

淺草クンシードの谷村氏の御來訪を受け臨時 

集會招集。氏は今囘地力出張の役目を利用さ 

れて地方會貝の御訪問の由。◊】（）月14日（水） 

第146囘例會.出席5名。輪讀並びに會話練 

習。文法上の問題に就て境々隐々たる論爭。

日報の異國便りは安本氏の都合で一週2囘 
づつ揭載される事になリ、本日は第3囘目。 

反響は朝待されてよからう。

靑森エス會第1囘例會 

〔後列〕左より・葛西藤三 

郞、柳田、大和田、大山、 

菇西藤太、西野、森谷、橫 

岡の諸氏。
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二木 ★青森エス會一09月11日よリ8月 
円知、初等:講習修了者のため中等科講讀 

Ivan la Malsaĝuloを讀む、出席5名、10月 

16□修了。09月22nより女子部初等講習を 

始め讚講中、出席7名。例脅（毎月5 H 25 
日）。09月25日・神、大山ヽ葛西Ĉ兄弟）ヽ 

森谷、成田・齋藤、集合雜談。◊】（）月5日ゝ 

同上7名集合、續けざまに公開講習を持つこ 

と困難に付Esp-Kabinetoに於て個人的にて 

も極力新人を求め宣傳指沖することに決定。 

每月15日に Malnovaj Komencantoj全員に 

呼び掛けてrondoを開くこと決定。◊10月

6日、縣警察部保險課內の4名始めてエス會 

に來り、本日を以て短瞬完了。◊1〇月15ロ・ 

第1囘月例エス•ロンドを開催。參加者25名。

刊ユ片 ★弘前エス會--- 初等講習會は去る
J厶刖 1〇月5日一10の6日間

夕7時加ら9時まで同市和洋裁縫女 

學校に於て行はれた。用書は短期器 

習書、講師柳田英二開會前の數日間 

は雨嵐,のためにゝうまく宣傳がきか 

ずゝ參加者は僅か7名この講習を卒 

へて後は皆中等講義を希望してゐ 

る。講脅ノ■最後の日はささやかな茶 

話會をもったがその際わざわざ靑森 

から葛西・大山の兩氏が見丸られて 

我等は深く感謝した。記念撮影があ 

った。
尙中等溝義は今後每適木曜タ6時 

から谷山氏宅C同市新寺町158正蓮 

寺）で行はれる、用書文姿頡本フラ 

ンス篇、同志よ來れ!（柳田氏報）

弘前エス會の講習會

左より〔前列;1小松ヽ大山、葛西、柳田 
陵野、平山、「後列〕小松ゝ谷山、山本、 
前田、齋爆、木村の諸氏。

叫戶 ★學鱼帶廣支部——每週火曜菅沼副 
""板 會長宅にて中等讚本輪讀中。研究伶

札幌ニス會エクスクルソ 

右より〔前列〕村山、大塚、村山（靜）、 

小淼、〔後列〕相澤、前旧、木村、千葉、

後藤、佐藤の諸氏諸孃。（前號記が參照）

札幌エス會講習紀念

前列左より三人□高溝講師・四

人H徒下氏。C前號記歩參照）

は金曜塚田會長宅にて北歐篇輪讀中・1°月5 
落石無電の山下文雄氏來帶同夜副角艮宅 

にて歡迎會を開く。9月5 n堀中彌生子嬢は 

御結婚の爲め單身渡滿、御多幸を祈る。（井 
上明氏報） ハ・…《、\

★東北エス會一?•會長池田峰秋'（帶廣市西5 
ノ13川I本、阿血、石川各委員を決定し活潑 

な運動を起す事になった近く講習佥展覽命等 

開催の豫定。

...m ★旭川鐵道エス會——10月14日旭川 
皿川鐵道エス會創立總會を開く。代表者 

當摩憲三、幹が菅原鐵雄。爭務所旭川鐵道工 

場內。
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朴代 ★松代エス命 -明年1月1ロより 
也U 15ロ迄の問にスキーエス講習會開催 

の豫定、會費は無料（但しヒュッテ宿泊賀一 

泊1圓口下建設中の爲め詳細は12月號に發 

表）參加御希望の諸兄姉より何人なりと御意 

見を伺ひます。（長野縣松代町東條栗林亨氏;） 

へ曲 ★金遲エス會——例會、每卩曜石浦 
血丫¥ 町石川貯蓄銀行にて。8月17 ロ、 

角、佐味ヽ兩氏外3名、海神丸輪讀。24 ロゝ 

4名。8月31日、8名。總田氏出席。宮山三 

郞氏は出席表の看板を見て學習を志されたと 

云ふ。9月7日、3名、9月14 ロ、6名。家 

事の爲夏の間缺席勝であった松山氏も之より 

つづけて川られる樣になる。9月20日富山 

の渡部氏松田吉川氏を訪問展覽會その他につ 

き話す。9月21日、4名■高田義人ゝ同じく 

表の看板を見て入って來られた。9月30日、 

松田ヽ佐昧氏。10 〃 7日、松田髙田氏。10 
月14 口、同。尙平砥は都合により會合には 

餘り出席されないが市電氣局內に於いて 

Ezopoを用ひ中等講習を行って居る。

一中エスペラント部幹事山本敎諭退任、新 

らたに加藤辨三氏がエスペラント部授となら 

れた。二學期に入ってより講習開始每週2囘 

加藤氏が指導に當る。

★金商エス倉——相變らず营野氏の努力によ 

り每遍2囘科外授業として續けられて居る。 

參加者は約15, 6名。

★金澤醫大エス倉一松葉氏卒業研究室入を 

してから後は目下中上氏が中心となって績け 

られて居る。會合は每月曜學內にて出席者

富山エス會講習紀念

左より〔前列〕齋藤、平岡、磯］11、秋本、 

花房ヽ〔後列〕岩松、五艘、渡部.蕊澤、 

奈良、大塚、余川、五艘・田村.馬場の 

諸氏

6,7名。尙金澤エス會では新耶なる勢力を得 

て新らたに會を立て直すため10月20日より 

即工會議所にて10 H間松田周次氏指導の下 

に初等講習を開く事となった。

t.Gr ★大阪エス會一初等講習會、7月 
入败 20日〜8 JH4FK月水金夜7~9時。 

天六北市民館で講師隅谷信三氏其他。溝習生 

は19人で熱心な人多く、引續き中聲講笛を 

9月2日から每週水金夜DreherのSupera 
Kursoで、講師は隅谷氏。出席3名。8月14 
日初等講習生の茶話會を Trapezoで行ふ。 

總會、9 月18 日 Komuna Vespermanĝo の際 

行ふ。新委員分擔•圖書C關谷氏）、會計（隅 

谷氏）、通信C伊藤氏）.例會C小泉氏、里吉氏・ 

桑原氏）。9月21日事務引繼ぎの委員會。 

pikniko,四條暧及源氏の瀧へゝー行十數名〇 

★Komuna Vespermanĝo----- 9 }\ 18 日如水會

食堂で。UEA代表改選（城戶崎氏當選人〇 

ES委員改選「大會みやげ話（進蔽氏■川崎 

氏）。 1
★OES豫告ーー倉場瑾更 例會會場を東市民 

館（:谷町4 丁 R）に變更致します。第三火曜は 

從來通りTrapezoで會話會〇例會・では"El 
Nordeŭropa Literaturo "を始めました 〇 特 

別講演=11月1〇日福原扶美子孃（私のkores
pondantoj を語る）、11月24 El佐々木祐正氏 

C大阪の初期エスペラント運動の思ひ出）。
〒打日 ★桑名エス•クンシィードー月 
测丿 20日第20囘例會ゝ出席8名。9月 

23日輪讀會4名。9月27 口輪讀會4名。 

10月4日例會8名。10月7日輪讀會4名。 

10丿］U口捲讀會5名。10月18日例會4 
名。囘覽誌HEL. La Pramoは每月正確に 

出され、10月よりinformiloとしてNia Paŝo 
を每月出すことになった。

姦タ ★板宿エス會——初等講習會開催1〇 
棗も月1日より每週月火2ヶ刀間會費は 

敎材共全期2圓、用書學會短期講習書。謎師・ 

岡邊須关夫氏ヽ參加者6名C內婦人3名）。10 
月4口役員決定。曾長永井海乘ヽ會計岡邊須 

美夫、庶務川上正、婦人部委員尾崎邦子。

严户 咦廣島エス會一1〇月1日夕6時30 
庾岛 市内革屋町「廣樂」で會話練習懇談 

會を催す。國際觀光地宮島を近くに持つ廣島 

人として、東京オリンビック人・會をめざして、 

Esp.の宣傅に會話の練習に努力することを 

約して10時散會す。出席者、高橋博七、池 

m敎授、勲田、永田.古川、檢山.山島、加 
藤、野村の9名。尙每乃1日と15日の例 

會は高橋會長宅で行ふ。・.■ • ■
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・渣 ★大連エス曲一每週火曜旧〜21時 
穴連 迄若狹町星小兒科醫院にてMarta輪 

讀冃F12〜13名世挚なる硏究を續けてゐる。 

在連同好の士お暇の節は獎勵の意味にて御出 

席下さい。!0月13「［熱心なる當禽責任者“ 

北尾虎男氏奉天鐵道局へ轉勤につき山縣通 

「マシス」にて送別會@をなす〇大谷氏の献詩 

（Esperante）大神、德安氏等の興味ある別れ 

の言葉を聞く。尙同氏は奉天にて更に我運動 

の爲御努力下さる答。御健闘を期待す。

各地報道追加

rj ★札幌エス會ーー9月29 口中等講
不し惻習會18名。い〇月2日小榕より 

福田氏來訪、ブロトロ・ 口編輯につき相澤宅 

にて協議。<>14日中等講習會13名。

★札幌會話會——1〇月9日森永キャンデー 

ス トアにて18名出席。會話會は第2, 4金 

曜日。・ ・

★新星會——例會每週土曜□19時 
入呢より。從來の用書を終り次囘より 

Auliを使用。<>10月15「I中等講習終了引 

績き例會に於て硏究。指導者竹內、山口兩氏。

・道•と

聯盟本郁 秋季勉學の好期を迎えて講習會 

に仝力をあげよ、と指導す。講習會開催こそ 

會不振を挽囘する唯一の方法だからである。 

聯盟機關誌 Fervojistoの車輛術語は好評を 

得て居る。11月29日東京に聯盟總會を開く 

こととなった。

東京 初等鋼習 10丹21日より8週間・ 

每週月水金3囘1時間宛、講師田中信之氏、 

會場丸の内鐵道俱樂部•會費!圓C用書代共〉・ 

用姿學會發行短期講習。參加者約20名。

Ĵaŭda K.每木.ザメンホフ演說集の輪讚 

をなす。出席6名位。常任委員倉及中央委員 

倉 修活動の原動機關、月1囘乃至2囘宛開 

いてゐる。役員改選定期改選により次の如 

く決定した。常任委員會總務部長高橋菊藏・ 

敎育部長鶴田義明、通信部長萬澤まき子、出 

版部氏百瀨博、會計部長囚中信之の諸氏。會 

の代表者は會規により總務部長たる高橋氏に 

變更された（宛所、東京市丸の內東京鐵道局工 

務部庶務課）。中央委員會は班每に班員5名每 

に一名宛出す中央委員で組織する。Nova K. 
新宿白十字に每木7-9時開催。11月29 ロ午 

後FER大會を催す。講演、劇の催等があ 

る。會場は鐵逍省搆內丸の內鐵道俱樂部。

札幌 大會準備の過勞も何處へやら大會後 

活氣橫溢、役員の陣容を一新し第一線の人達 

丈けで組織した。代表者、小森政雄氏（札幌 

鐵道局工務部保線課;）。9月6日豊平川に沿 

ふてハイキングを試み會貝の結束意氣高揚に 

頗る冇意義であった。それは次の樣な會話錚 

を開く事が決議された。每月第2,第4金璀 

午後?-9時南一條西三丁目森永キャンデース 

トアー二階で開催。逍內各地の同志が來札の 

祁度會を激勵して下さる。

大宮 會畏の橫井領郎氏は八幡製鐵所の製 

作監督官として榮轉されたので河野政好氏が 

その後任となあ。（宛所、大宮工場內）

吹田 更季休講の講習は暑さが去らぬので 

豫定の9 Jj1日から5日遲れて再開した。用 

書Ni lernu la lingvon sennaciecan " Espe
ranto de K. V. Fukuta,每週月水金、5-7 
時の2時間、出席者8, 9名。指導者寺田浩 

二氏、初講も大半終ったので會話の練習に力 

を注いで居る〇

室蘭 殆んど現業員を以て構成する。嘗會 

は大演習を迎へて全然會活動を休止した。併 

しこれは前から豫定した事であり。平常め狀 

態に囘復次第再び三崎氏を中心に活潑な動き 

を見せる筈である。

旭川 從來旭川エス會の內部で活動してゐ 

たfervojistojは大會後會員數相竄多くなった 
のでエス會の分會とも云ふべき旭川鐵道エス 

會を創立し結束を密にし運動を旺んにする事 

となった。代表者は當麻憲三氏（宛所、旭川 

市北海道建設事務所內人

郡山 會員數が少ないので會合がとかくさ 

びれるが、大會直後は北海逍よりの歸途の岡 

本、川崎、村上諸氏の來訪あり、大いに剌戟 

を受けたので秋凉と共に元氣を取戾す見込 

み。 •

正誤——10月號6頁一1「爾後約半歳にし 

て千部を配布す……」は五千部の誤りにつき 

訂正す。
- 一 一 —— 一 —

Anonceto
外國出版のEkzercaroお貸しくださいc 
大阪市住吉區濱口町409 川崎直一

★展覽會材糾としてOrienta Kulturoの原稿、 

校正刷C初校、再校、三校）及び出來上りの三 

純を進呈す。御希魁の方は東京駒込動拔228 
東洋文史硏究所へ。
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懸賞論文審査發表

東洋文史硏究所

昨年當研究所創立記念として募集した懸賞 

論文はゝ四日市:福田正男氏が「日本神道史 

槪要」を應募されたのみである。委員各自の 

都合にて審査は意外に延引して今日に至った 

ことは巾譯ない。

審査結果を綜合すると1.前半に於ける記 

述はやや詳しく後半に於て甚だ粗雜となった 

こと（筆者の氣力の缺けたことを物語る）。2. 
論旨についても社會史との關係の記述が淺か 

ったこと（槪要としても深みがほしかった）。

3.語學的に稚拙であったことゝ等で

選外佳作と決定した。C責任審査:多羅私、 

露木、加藤、藤澤）

附言:一面此の諭文作成に於て著者は十分 

にエスペヲンチストの仕事が單に宜傅普及に 

のみ存するものでないことを經驗されたであ 

らう。そして此の論文は理論にのみ走る靑白 

い人達の自覺への狼煙ともならう。此處に於 

て我々は著者の勇氣努力には深甚の敬意を表 

し今後の技術的向上と思索的練磨を心から祈 

るものである。此論文は校訂の上機關誌 

4< Orienta Kulturo u第2號及第3號に揭載 

して一般諸君の批判を仰ぎたい。

二 ・新聞雜誌とエス

★東京每タ新聞（9月22 ロ ー東京大會鑫 

技にはエス語--- の見出で學會の猛運動を

報じてゐる。

★ くろだいや新聞¢9月24日一同上。

★萬朝報C9月23わ——同上。

★東京每タ新聞C9月24日）ーー同上。

★中外商業新報C9月23日）一同上。

¥東京朝口新聞（1〇月6 口）——オリンピッ 

ク目ざす七一翁として高橋邦太郎氏の工 

ス語講習を寫眞入りで報じてゐる。

★中外商毅。〇月n n）—磯部嬢歡迎會京 

眞入り記审。

★時事新報cio月口日ーー同上。

★束京朝日新聞cio月13 0）ーー日米親善の 

花として磯部孃に對する米國記者絕贵の書 

を記してゐる。
★北陸日日新聞C9月19日）——偉大なる工 

スよ——亘理俊雄氏。C9月22 0）——萬國 

兒童展覽诃一荒木遜氏。C9月23日う—— 
小學讀本の洋行——田口龍雄氏。C9月25, 
26,29 0）——彼の吿白——大塚正之氏。C9

月30 ロ10月1日——日本語かエスか。

CIO月20）——滯歐當時の斷片——大石和 

三郞氏。CIO月6, 7,811 ——世界醫學文献 
はエス話で——村田正太氏。Q0月9日） 

ーー釋尊と國際語一柴山慶氏。（10月10, 
13）——日アイルランドの少女。C10月140） 
—本題質疑應答。C10 ）\15 tD—伊ま 
利にエスペラントが盛——由比忠之進氏。

C10月16 0）一ー別離の辭ーーヴェナブル 

ス。

・九州新聞C10月5,6,7 0） ーーオリンピッ 

クと音——加藤孝一氏。

★九州新聞CIO月8 0）—熊本エス會の運 

動現況。

★慈光C9月8日）一小樽佛敎エス會講習 

會。英國佛敎エス聯盟記事。

・東京朝日新聞（9月19 ロ ー學會講習會。 

★紀伊新報C10月12日一田邊エス講習會。 

★大阪每「I新聞C10月13 ロ和歌山版）——同 

上〇 - :

★犬阪每日新聞Cio月13日和歌山版;）ーー橫 

垣孝一氏の文展入選を報じてゐる。

★帝國大學新聞C6 }\ 25 n—輸入書紹介 
の中にエスペラント語書に觸れてゐる〇

女小樽新聞C9月20 03—世界は佛敎の本 

質を必要としてゐる——岡崎頻夢氏譯。

★中外F1報C9月22日一大學、高專・寺 

院にエス語の普及。

★宮崎今日C10月U 0）——七十八歳の杉村 

實德氏の生前碑文について。

★眞人道（431號）——英語を排斥しエス語 

を——井伏太郞氏。

★岩手日報C10月9日）ーー豊田孃のキモノ 

姿。C10月10日 一世界中で一番日本を 

好き。く1〇月15 0）——血と砂のスペイン。 

<10月16 0）ーー氾濫する失業群。

★新興佛敦新聞C10月1ロ:——エスペラン 

ト研究存報。

★函館の靑甲く9 JĴ 27日 ----Eni iavoと工

ス語を用ひてゐる。

★國際觀光C第4號）——羈旅五題ーー土岐 

善曆氏、觀光宣傅と國語——大林正二氏。

★國際佛敎通報（第10號）----Budhisma
Artikolo en Enciklopedio-----中西義雄氏、

Graveco de ĥina-tradukitaj Kanonoj-----
S. Asano 氏 〇

★なんぷう。〇月號）ーエス講座C7）— 
加魅孝一氏。

★行樂Cio號）——隨感隨筆——高橋邦太郎 
氏〇
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★書物展鬼CIO月號）——エス畫にふれてゐ 

る。

★地理學——エス譯が載ってゐる〇

★臺南新報¢9月10 口）ーミス日本の譽离 

しとして豊田孃の記莎。

★勞働雜誌C8月及9月號一私は如何に學 

んだか（ゴーリキイ作、野上淸氏課、エス 

譯 ” Kiel mi lernis "より）〇

★詩人C9月號）ーゴーリキイを哀悼する 

中國作家の言葉（葉籟士氏のエス譯よリ竹 

內次郎氏譯）——農奴から出た革命詩人シ 

エフチンコC竹內次必;氏、主としてエスペ 

ラントの材料によるん

★文學案內（10月號）——僕の文學闘爭Cソ 

ヴェートウクライナの作家クズミッチ氏の 

特別寄稿、エス文より蘇譯）。

★精神分栃——第4卷第5號一言葉の妙味 

（エスペラントに觸れてゐる）及"Orienta 
Kulturo41創刊號紹介記事。

★十勝每口新聞。〇 016,17日一親Ĥ家 

はどう語るか——鑑松男氏。

★東京口日新閒CIO月22日一忘れられ 

たエス語ーーヲヂオ攔投稿。

★北國新聞（1〇月20日一金澤エス會講 

盘會記事。

地方會機關誌その他

★La Elektrujo C東京）¢9 Sfe）菊判16 頁・ 

' Lumo ku rono ĉirkaŭ strata lumo lam po-----
（Hideo Okamoto"）.

★婦聯informilo〈東京）＜2號）10頁、婦人 

•懇親會一村上）。

★Nia Paso （桑名）Cl號）北勢聯盟會報。

★La Grandurso C苫小牧）（11號）12 頁。特 

使を迎へて——（岡垣）。大倉參加記—— 

く川原田）。

-kVerda Merkuro C束京）16頁、地力民族 

全世界——山鹿）。思ひついたままを—— 

C岡本）。

★Forta Voko （富山）Q0 月號）16 頁、 

Harmonio----- C由比）〇 Bonzo kaj Liaj
Disciploj----- C 松 HI）〇

★Semanto C宮崎）C38號）菊判20頁。 

Ĉigodon-ike-----（渡邊）〇 Mizukake Ĵizoo
——〈菊地）。

★La Ora Delfeno （名古屋）（5 號）28 頁、 

Princidino Margalita-----C山中?ヽ Malfeliĉa
Amo-----竹中）•

★FER （東鐵）C10號）10頁、中講を終へ 

た方々にーー（高橋人土蜘蛛と土熊ーー（不 

破）。
★A. E. S・（淺草）C4號'）菊判8頁・オリンビ 

ックへエス語を--- C松本）ゝJen ekaperis
pirato—— 石黑）、自分のこと——C木村）。

★Tempo （京都）C21號）、Cu la vojo al la 
mondmilito ? Refoje pri la minusklismo-----
（服部）。

中國留學生で熱心な同志たる金學成氏作彫 

像は今度文展に入選。

編輯記伐★本誌は私用旅行不 

在中原田酒井君僚の助力をえてまとめあげる 

ことができました。校正につとめられたこれ 

らの人々に感謝致します。
★前號はエス文を全然なくしたので今川は工 

ス文を少し餘計に入れました。
★よく編輯部宛に前以て何の御照會もなくし 

て投稿される方がありますがそれらの人々は 

何時のる力、といふことをさかんに御催促にな 

りますが頁の都合もありますので何時とは御 

返事さしあげられませんがのせると御約束し 

たものは本年乃至一年以內にはキットおのせ 

します。しかし分量によっては全部おのせで 

きません〇どうしても本誌としてはaktuala 
なものを第一にしますから內地報道や連動方 

面のaktualaな記棗が輻®!した時は他の記事 

があとまはしになることはあらかじめ御了承 

願ひたいのです。

★ラヂオの一覽表は來月に入れられるかと思 

ひます。
★「學校とエス語」關係の材料各方面へお願ひ 

しましたが仲々十分あっまリませんし又不明 

瞭なのが多いのは遺憾千薦です。なるべく正 

確な資料をと考へてをります。ぜひまだ御返 

事のない向又は資料おもちの向は御囘答下さ 

い。囘答用紙何枚でも御申出あり次第當方よ 

りお送り申上ます。

★新刊紹介大分た主ってをりますが來月號に 

は何とかなるかと思ひます。（J- 〇）

新聞雜誌とエス語の材 

料その他運動上の通信 

は迅速正確必ず御しら 

せ下さい。
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エスペラント運動後援會報吿

9月 19 口 C土）午後？.00-10.00第5回幹事

會開催!。出席者、三石五六、伊藤巳西三、大

木克巳 、渡部秀男、酒井鼎.久保貞次郎ゝ原

用三馬他に岡本好次・三宅史平氏學會事務部

方面を代表して出席。

議長久保幹事。

報告事項 （幹事會承認）。

1) 7-20 束朝廣吿料 16.00
2) 8-5 代議士並名よに對する照 

會狀印刷代 12.20
99 ” ノ、ガキ 10.80

3) 展覽會用ボール紙16枚 3.30
4) 魔吿用紙型4種 2.30
5) 8-10 北海タイムス廣吿料 26.00
6) 8-28 普及講演會補助費

靑森 5.00
弘前 * 5.00

前） 10 00
9-5 四社（文春、改造、中公、 

日評）廣吿料 60.00
め 9-17 讀賣新聞廣吿料 18.00
9) 通信费封筒文房具代 9.42
!〇) 9-17 切拔通信代 2.00
U) 特使派遣費e但パンフレッ

ト印刷費を含む;） 47.31

新聲1雜誌廣吿に對する問合數

秋

造

論

論

賣

代 

春

公

評
 

蘆

央

本
 

文

改

中

口

讀

現

東京朝日 23
北海タイムス ？1

97 
41 
39 
20 

107 
81

◎オリンビック及ペンクラブ大會が1940年に 

我國に於て開催さオしる曲になったので後援會 

としては積極的に各部門に働きかける事にな 

った、その具舲的方法は三宅史平氏の原案を 

基礎としてやる事になり、先づ對外同志との 

聯絡の必要上不定期であるがinformiloを發 

行する事になり第1囘informiloは去る10 
月14日に外國エス慟｛©及delegitojにオリ 

ンビック萬國博覽會及明年の日本大會に對す 

る助力を求め1940年の萬阈人會に對する盘 

見を微した印刷物を發送した。

說明

¢2）の代譲士の賛否狀は旣に今年2 Bの第 

19囘衆議院議員總選擧に立候補した人々に地 

方會同志の御協力を得て.エスペラントに關 

しての三ヶ條の御問書を發送した。くその返爭 

等についてはR. 〇・3月號.4月號御參照下 

さい。）ところで7月初句、當選した。議員 

中返事をよこさなかった四百餘氏に再び同一 

の質問書を後援會の費用で呈出した。これ等 

兩度に亘る質問によって・返事された答を全 

部まとめてパンフレットにしたものである。

旣に新聞に5囘ヽ雜誌5種類に負って行っ 

た宣傳は前に示すやうな反響を呼んでゐる。 

北海タイムス（・發行所、札幌市）に廣吿した 

理由は、丁度8月日本大會が北海道で開催さ 

れるに就きこの機會を捕へて同地方に宣傳す 

ることとした。同廣吿には札幌ゝ小檢ゝ旭川ゝ 

帶廣、釧路の地方會を紹介して照會者には工 

スペラント槪要を無代進呈することにしてを 

いた新聞雜誌廣吿の反響は上の如くである。 

C雜誌揭載盛吿文案を次頁に記載乞御覽）

C6）靑森市、弘前市の普及宣傳講演會は・ 

丁度、岡本氏特使旅行を機會に開催されたも 

ので、前者の如きは聽衆150餘名を集めて盛 

況であった。各地で普及講演會の場合、原則 

として1囘5册宛桶助する割合にして、10 
地方50側の豫算がとってある。未だ東京靑 

森、弘前と三ヶ所行はれたに過ぎない。計劃 

を立てられる地方會では、豫めその細Hを上 

報吿され遂行後結果の報吿を送って下されば 

記の額だけお送りする。

en）特使は幸ひ岡本氏をわづらはして天 

禽を機會に、大會を含めて24日に亘り北海 

道ゝ東北の各地を巡って頂いた。CR 〇. 9月 

號、岡本氏 北海道及東北の同志を訪ねて） 

この費用の一部は學會が大會參加者費として 

支出したので非常に師約が出來且特便旅庁の 

中、同志の歡待により.後援會の支出は上記 

の女n t /b@となったのである。
協議事項 パ

◎幹事矢島英男氏は8月より鐵道省工務局か 

ら朝鮮鐵逍:局へ勤務され・幹真の辭任を巾出 

られたので、之を承認。

拂込濟會費合計

1,488-3Ĵ圖 CIO H 16 日現在）

——10月20日久保記一
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□常語新語を收錄した 
ポケット用の豆,和エス 

トルストイ作民話中の 
最傑作•譯文最も平易 

珠玉の名品五十の名譚 
親切な獨笛用註釋付き 

靜讀命話作文の平行的 
進步をはかる■問題付 

多種多彩興味ある讀物 
中等講習向き小形讀本 

菊池寬作中最も著名な 
戯曲・譯も上演に好適 

明ぬなユーモアに富む 
初期無產派の就會劇 

珠玉の名作「范の犯罪」 
と「やどかりの死」二篇 

綺堂の最傑作•歐洲で 
も盛々上演しな名戯曲 

全卷を十二夜に分かち 
月が話る世界の種々相 

一枚の切符を手掛りに 
複雜巧妙な犯罪の發覺 

我が代表的探偵小說家 
亂步の日本ルパン物語 

新しい批判的角変から 
見直したザメンホフ傳 

セクストン・ブレイク 
の本格的探偵小說傑作 

古典中最も傑れた文章 
で書かれた隨筆の名譯
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模範エス獨習書 
扁:暑.励藥品名彙 
エス譯普門品 

鄴十六憲法 
美 經

外阈語の素養なき人々 
に適する報切な講述書

H本藥局法による名彙 
新藥局法による增補版

梵,漢原文付

綺神と物質の兩生活の 
新原理を提唱したもの

ザメンホフ博士浮彫

定價1圓
送料8錢

定價2圓 
送料6錢

錢
錢
錢
錢
側
錢

4

料1

料
價
料

價
送
價
送
定
送

鈴木心齋作 上1佣70錢,並1圓20錢 
鑄鐵翌•木枠入 送料（內地）各!4錢

爲呼普歡日本エスペラント學會蹟劇醪隼



エスペラント用 

タイプライター 

スイスE・PAILLARD會社製 ;

試作品十臺限り. 正價百三十圓 （送料共）

創立百二十年の歷史を持つ- Pai liard會社が，今回特 

に日木のエスペランチストのためにエスベラント用の 

タイブライターを十臺試作したのが入荷いたしました

高さ6 cm.,長さ，幅各28 cm.,重量容器とも3.5 kg. 
卽ち大きさは折鞄に入り,重さは一貫目に充たない,文 

字・ごほりのportebla maŝinoです。しかし性能は二百數 

十圓のものご比べて少しも劣る芒ころがありません。• 
從來これと同程度の定價のものは，種¢のところに手が拔いてあるだ 

めに使用に不便のとこみが多いのですが、乙の機械は數種の特許を有す 

る構造の簡易化によって製產費が引下げられてゐるのであって,あらゆ 

る裝備が完全に施してあ〇ます。然も大呈製産によらず，手工業的過程 

によって製作されてゐますから非常に堅牢です。 1
正にタイプライター界の豆戰鬪艦です

字上符"2の鍵は,いはゆる「デッド・キー」になってゐますから，厂ス 

ベイス・バック」する乙となく印字する乙とができます。

お買求め御希望の方は至急御照會下さい。說明書さし上げます

Paillard會社では,今囘の試作品の賣行がよければ，今後大8的にエス

ペラント用機を製作， 說明書もエスペラント文のを作ノ 世界各

理店へ送ると言ってをります。

タイブライター購入御希望の方は，この際ぜひ!!

東京本鄕元町財團法人日本エスペラント學會
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ス ペ ラ ント 捷 徑
ス ベ ラ ント 講 座

撰 X ス 和 辭 典

撰 和 ス 辭
撰エス文手紙の書方

エスベラント日記の書方
エスベラント覺留用書..........030
エスベラント初等讀本..........〇-30
エスペラント童話!8本..........020
ザメ ンホフ讀本
エスペラン 醫學文範
エスペラント發音硏究
エスベラント文例集
黙字エス文法と小辭典..........1-00
リングヴィ•レスポンドイ 
國語の擁護を論じて國際語に及ぶ 
言語學と國際語

多少外國語素養ちる者のため最良の獨習書…〇・5〇 4
外國語を知らぬ人のため最良の獨習講義錄・••〇・50 4
語數豐富,譯語正確,携帶至便…上080 2並0.60 2
見出語數6萬，出典明示,附錄豐富,印刷联明…2.50 6
書簡百科辭書の觀,例文豊富，四六判370頁…1.20 8
365日，1日1文例,社會萬般の生活記錄,譯註付!20 6
2 エスベラント短期講習毒.......... 020
2 エスペラント中等讀本.......... 0.30
2 イソップ物語報切明快,脚註付……020
ザ著作拔萃……全3卷,各卷〇・20 2 合卷050 4

;學論文の好模範,霧學生の講習會に最好適〇-40
エス語發咅上の疑問を氷解す

4
......................... 0.30 4

重要語720の文例........0.80 6 カード1.5014
6 エスベラントの鍵..........0.05 2
ザ!«士の言語上の解答を蒐む必備の書.....050 4
黑板博士の歴史的大論文其他を收む....... 0.20 2
スピリドヴィッチの新言語理論 ........... 070 6

エスペ

1. ザメンホフの生涯..... 040
2. 國際逼信の常識..... 〇-50

エスペラン

1. マテオ•ファルコネ......OSO
2. ハ イ ネ 詩翼.... 030
3. 冤 法 使.... 〇-30
エスペラント童話集

ラント文庫

4 3•世界語の歴史..... t5910
4 4.エスペラントの會話..... 0 40 2

ト對譯詳註叢書
2 4.代 理 逼 譚......0.30 2
2 5.愛あるところ神あリ..... 1.50 6
2 6.レイモント短篇集......〇-30 2
「エス童話讀本」の對譯脚註篇........... 0 60 4

1. ス
2. フ

エス ペラ ン 卜文藝讀本
ラ ヴ 篇……••••〇.25 3•沙翁悲 劇篇•… ••…0.25 2

ラ ンス篇………0 30 5.北 歐 篇•… ••…0.30 2
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原作科學論文,・文學作品の飜譯尊..........070
原作對話，飜譯文學轸.................... 080
仍井迂著原作詩と詩歌俳句尊ろ飜課....... 080

秋m雨雀劇曲三齋…ozo
佛說阿强陀經漢譯對照.......015
日本民族の起源.......0-10

骨の舞跳

I神代，神武紀 II （近刊）............ ……1.20
4 東洋の俠血兒 長谷川伸………•…0.45
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フ / ノ 入 普 11 ニニ^=

•」ー一二;.二二價下げしません
本會取次洋書の定價は市價の半額

フランスのフランの相場が暴落したがPlena 
Vortaro 9 9その他フランス發行の圖書はいつ價下げ 

するか——芒いふ御照會か,たびたびありますが, 

木會では洋書の價下げはいたしません。

その理由は——
木會で目下輸入してゐる洋書の計算は特殊な方法によって決濟し 
てを〇ますので爲林相場の變動には殆んど關係がありません 
しかもこの特殊な計算方法によってゐますためフうン下落後でも 
木會収次洋番の定價は市價の殆んど半額です。

例へば本會で4圓50錢で取次いでゐるPlena Vortaroでも,定 
價は60 fr. fr.,乙れをフラン下落前の相場にすれば約13圓50錢, 

今IIの相場にして約1。圓，卽ち市價の半額にも達しない廉價で 
す。從ってフランが現任の和埸の,さらに半分以下に暴落しない 

限0（そんなことは，ちょつと想像もつきません）價下げする乙と 
•はございません.、
しかし價下げよbも,むしみ取引上の事情で價上けしなければな 

らなくなる懸念があ5咬すから，!力：却ってお買ひ時だと存じま 
す。 ：•[••

PLENA VORTARO
日本・中國特價4 50錢，送料21錢

およそエスペラントを學ぶもので，本辭典を坐右に備へ 

•ないものがあるならば，それは方向舵なくして飛厅機を 

飛ばす徒である°PlemV（i血roはエスペラント文を讀む 

に必耍である以上に，エスヘラントを書くに缺くここの 

できない辭典である。本書によって單語の意義を檢討す 

る二ビはエスペラントの實力を十倍にするこごである。

束京木鄕 

尤町-一

電話小石川5415番
振替東京11325番I®日本エスペラント學會



財B!法人
・本工呉ペラント學.

東京本鄉元町

エフス

«或る種の異常な人々はあらゆる前例に對して自由である權利 

をもってゐる。その人々には,その目的を達するに當って必要 

とあるならば人を殺す權利さへある……》といふ信念のもとに 

ラスコルニコフは金持らの高利貸を殺した。それにつづいて犯 

罪心理學的經過が展開される〇豫審判事は犯人は彼に違ひない 

といふ確信をもってゐる。しかし證據がない。頭と頭との爭鬪 

は息づまる光景を展開する。街の女ではあるが,純情,女神のや 

うなソーニャは，彼に自首をすすめる・•••ロシアの文豪ドスト 

キーの傑作を映畫化した今秋のセゾーノを飾る巨篇,フ

ランス映畫「罪と罰」の,寫直多數入り梗概（エス文・詳註付）は 

「工スペラント」十一月號にある。

同號には，この他,約三ケ月にわた!）アメリカ各地を巡遊し，エ 

スペラント界空前のĵurna1 isma sensacioをまきおこした日 

米親使善節磯部幸子攘の,寫眞滿載の「北米エス大會參加記」 

をはじめ,例によって興味と實益をかねた記事がぎっしりつま 

ってわる。

定價20錢・送料5厘各地書店にあり 

Y分送料共2圓30錢・舊號見本10錢


